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序章

このガイドについて

このガイドでは、Xsan 2 を使ってストレージ・エリア・ネットワー
ク上のボリュームを設定および管理する方法について説明します。
このガイドでは、Xsan 2 を使用し、RAID アレイを結合して大規模で拡張の容易なストレージボ
リュームを構築する方法を示します。クライアントは、このストレージボリュームをローカル
ディスクのように使用できますが、実際には高速のファイバーチャネル・ファブリックを介して
共有されています。
第 1 章では、Xsan の概要および Xsan を使用して RAID アレイをストレージの共有ボリュームに
編成する方法について説明します。
第 2 章では、ハードウェアとソフトウェアの要件、および SAN の計画のガイドラインについて
説明します。
第 3 章では、 SAN を設定するための基本的な手順について説明します。
第 4 章では、ストレージの拡張、アフィニティのあるフォルダの作成、ボリュームとストレージ
プールの設定変更、および SAN ボリュームの確認、デフラグメント、修復を行う方法について
説明します。
第 5 章では、クライアントコンピュータの SAN への追加、ボリュームのクライアントへのマウ
ント、SAN ファイルへのクライアントアクセスやユーザアクセスの制御、およびクオータを使用
したユーザ領域の制御方法について説明します。
第 6 章では、ボリューム・メタデータ・コントローラの管理について説明します。
第 7 章では、 SAN の状態を監視して自動的にレポートする方法について説明します。
第 8 章では、起こる可能性のある一般的な問題の解決方法について説明します。
付録 A では、Xsan メタデータコントローラを、同一 SAN 上の Quantum StorNext クライアン
トと組み合わせるのに役立つ情報を提供します。
付録 B では、「ターミナル」アプリケーションを使って Xsan SAN を管理するために使用できる
コマンドラインユーティリティおよび構成ファイルについて説明します。
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Xsan 2 の新機能
Xsan 2 で提供される新機能は、次の通りです：

Â 「Xsan Admin 」アプリケーションの設計が見直され、SAN の管理がより簡単になりました。
Â 「Xsan Admin 」を使ってドライブの動作ランプを点灯させることで、LUN を識別できます。
Â ボリューム設定アシスタントにより、ビデオ編集やファイルサービスなど、一般用途向けのボ
リュームを作成する際に、画面の案内に従って手順を進めることができます。

Â ボリューム設定アシスタントにより、計画したボリュームの使用方法に基づいて、利用可能な
ストレージからストレージプールが自動的に編成されます。

Â 複数のストレージプールに同じアフィニティタグを割り当てることができます。
Â フェイルオーバー優先順位をボリュームごとに設定できます。

バージョンの互換性
次の表に、Xsan 2 のメタデータコントローラとクライアントと、以前のバージョンの Xsan およ
び StorNext のコントローラとクライアントとの互換性を示します。
コントローラ

クライアント

互換性

Xsan 2

Xsan 2（Mac OS X v10.5）

あり

Xsan 1.4.2（ Mac OS X V10.4 または あり
v10.5）
Xsan 1.4 〜 1.4.1

なし

Xsan 1.3 以前

なし

StorNext FX 1.4 または 2.0

あり

StorNext FS 2.4 〜 3.1

なし

Xsan 1.4 以前

Xsan 2

なし

StorNext FS 3.1

Xsan 2

あり

StorNext FS 2.4 〜 3.0

Xsan 2

なし

以前のバージョンの Xsan からアップグレードする
SAN ストレージを以前のバージョンの Xsan から Xsan 2 にアップグレードする方法（アップグ
レード前の確認事項や、既存のストレージに及ぼす影響を最小限に抑えてアップグレードするた
めのヒントなど）については、
「Xsan 2 移行ガイド」
（www.apple.com/jp/server/documentation/ で配布）を参照してください。
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その他の情報
Xsan に関してさらに詳しい情報が必要な場合は、次の資料を参照してください：
添付書類ファイル（Read Me 書類）
（Xsan のインストールディスクに収録）
重要なアップデートや特別な情報を記載しています
サーバ製品ドキュメントの Web サイト（www.apple.com/jp/server/documentation）
PDF 形式の最新の Xsan 製品ドキュメントを入手できます

Xsan の Web サイト（www.apple.com/jp/xsan）
製品およびテクノロジーに関する詳細情報が掲載されています
Xsan のサポート Web サイト（www.apple.com/jp/support/xsan ）
アップルのサポート部門から寄せられた Xsan に関する記事を利用できます
Apple Discussions Web サイト（discussions.info.apple.co.jp）
ディスカッショングループに参加して、質問、知識、およびアドバイスをほかの Xsan 管理者と共有できる場
です
アップルのメーリングリスト Web サイト（www.lists.apple.com）
メーリングリストに加入して、メールを使ってほかの Xsan 管理者と意見の交換ができます

表記規則
このガイドでは、シェルコマンドやその他のコマンドラインユーティリティについて説明する場
合に、以下の規則が使用されます。
表記

意味

等幅フォント（font ）

「ターミナル」のウインドウに入力するコマンドまたはその他のテキスト

$

シェルプロンプト

[ 角かっこ内のテキスト ]

オプションパラメータ

( 一方 | 他方 )

代替パラメータ（どちらか一方を入力します）

斜体

値を指定する必要のあるパラメータ

[...]

繰り返される可能性のあるパラメータ

< 山かっこ >

SAN の構成に応じて表示される値
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このガイドについて

1

1

Xsan の概要

この章では、Xsan およびストレージ・エリア・ネットワークの概要
について説明します。
この章では、Xsan の概要、および高速な共有ストレージを実現するストレージ・エリア・ネッ
トワーク（SAN）を Xsan で設定する方法について説明します。

Mac OS X
San Volume

Xsan を使って複数の
RAID アレイを結合し、
ストレージ
プール

クライアントでローカルディスク
のように使用することができます。

ファイルデータは
ファイバーチャネル経由
で移動

RAID
アレイ（LUN）

Xsan ストレージ・エリア・ネットワーク
ストレージ・エリア・ネットワークとは、コンピュータとストレージ装置を接続して、コンピュー
タからファイルに高速な共有アクセスができるようにする方法のことで、管理者は簡単にスト
レージの容量を拡張することができます。
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Xsan は次の要素で構成されます：

Â 共有データボリューム
Â ディスク障害から保護されたストレージ領域を提供する RAID システム
Â RAID アレイを結合し、そのストレージをローカルディスクのように動作する 1 つ以上のボ
リュームとしてクライアントに提供するメタデータコントローラとして機能する 1 台以上のコ
ンピュータ

Â 確立されたアクセス権とクオータに従ってストレージにアクセスするクライアントコン
ピュータ

Â 基になるファイバーチャネル・ネットワークと Ethernet ネットワーク

Ethernet（パブリック）

Ethernet（プライベート）

次の図に、Xsan SAN のハードウェアコンポーネントの例を示します。

メタデータ
コントローラ

スタンバイ
コントローラ

クライアント

Ethernet スイッチ

RAID アレイ
（LUN）

ファイバー
チャネル・スイッチ

メタデータ RAID アレイ
（LUN）

イントラネット／
インターネット

共有 SAN ボリューム
クライアントコンピュータ上のユーザまたはアプリケーションは、ローカルボリュームの場合と
同じようにして共有 SAN ストレージにアクセスします。Xsan ボリュームは、RAID アレイのプー
ルで構成される論理ディスクです。Xsan ボリュームの作成時に組み合わせる要素については、
16 ページの「Xsan ストレージの構成」を参照してください。
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メタデータコントローラ
Xsan SAN を設定するときに、1 台以上のコンピュータにメタデータコントローラとしての役割
を割り当てます。コントローラは、ボリュームのメタデータを管理したり、ファイルシステムの
ジャーナルを維持したり、ファイルへの同時アクセスを制御したりします。メタデータには、ファ
イルの実際の保存場所や、使用可能なストレージのどの部分が新しいファイルに割り当てられる
かなどの情報が含まれています。

14 ページの図に示すように、SAN ボリュームの可用性を保証するためには、複数のメタデータ
コントローラを SAN に含めることをお勧めします。プライマリコントローラに障害が発生した場
合は、スタンバイサーバがその役割を代行します。メタデータコントローラはクライアントの役
割も果たすことができるので、プライマリコントローラの動作中にスタンバイコントローラを作
業クライアントとして使用できます（ただし、パフォーマンスが重要な場合はお勧めしません）
。

クライアント
ユーザまたはアプリケーションが SAN ボリュームへのアクセスに使用するコンピュータは、ク
ライアントと呼ばれます。クライアントは、Ethernet ネットワークを介してコントローラとの
間でメタデータを交換します。ただし、ボリュームのストレージ機能を提供する RAID システム
との間でファイルデータを送受信するときには、ファイバーチャネルを使用します。

ネットワーク接続
Xsan では、ストレージ装置、メタデータコントローラ、およびクライアントコンピュータを接
続するために、独立したネットワークを使用します。このネットワークは、1 つのファイバー
チャネル・ネットワークと 1 つまたは 2 つの Ethernet ネットワークで構成されます。
ファイバーチャネル

Xsan では、高速なファイバーチャネル接続を介して、クライアントと SAN ボリュームの間で
データを移動します。コントローラは、ボリュームとの間でメタデータを送受信する場合にも
ファイバーチャネル接続を使用します。

Xsan では、クライアントとストレージの間で複数のファイバーチャネル接続を利用できます。
Xsan では、読み出しおよび書き込みのための接続を交互に切り替えたり、ボリュームをマウン
トするときにボリューム内の各 RAID アレイをいずれかの接続に割り当てたりできます。
Ethernet
メタデータのトラフィックがファイバーチャネル・ネットワーク上のデータに干渉しないように
するため、Xsan コントローラとクライアントは、別の Ethernet ネットワークを介してファイル
システムのメタデータを交換します。
（コントローラは、ファイバーチャネルを使用して、ボ
リュームのメタデータの読み出し／書き込みを行います。）また、
「Xsan Admin」アプリケーショ
ンも、管理者が SAN を管理できるようにするためにこの Ethernet ネットワークを使用します。
インターネットまたはイントラネットのトラフィックとメタデータの通信が干渉しないように
するには、14 ページの図に示すように、パブリック（インターネット）とプライベート（メタ
データ）の Ethernet ネットワークを別個に設定してください。
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Xsan ストレージの構成
クライアントコンピュータにマウントされた Xsan ボリュームは 1 つのディスクのように見えま
すが、実際には、RAID 技術を使用していくつかのレベルで結合した複数の物理ディスクで構成
されています。
次の図に、複数の RAID システム内の個々のドライブモジュールから提供されるディスク領域が、
ユーザからは1つの大きなローカルディスクに見えるボリュームとして結合される例を示します。

Video

Other

SAN ボリューム

Audio
フォルダアフィニティ

ata
tad al
M e journ
d
an

eo
Vid

eo
Vid

d
Au

r
he

io

Ot

アフィニティタグ
ストレージプール
複数の LUN に
データをストライプ化

RAID アレイ
（LUN）
RAID 1

RAID 5

RAID 5

RAID 5

RAID 5

RAID 5

RAID 5

RAID 0

ここからは、これらの要素と、これらの要素を結合して共有 Xsan ボリュームを作成する方法に
ついて説明します。

LUN
Xsan で使用する最も小さいストレージ要素は、LUN （SCSI 論理ユニット番号）と呼ばれる論理
ストレージ装置です。LUN は、RAID アレイとして結合されたドライブのグループを表します。
RAID ストレージ装置に RAID アレイを作成するときはいつでも LUN を作成します。RAID シス
テムでは、選択した RAID 方式に基づいて、個々のドライブモジュールをアレイとして結合しま
す。ファイバーチャネル・ネットワーク上では、各アレイが LUN として表示されます。
ほとんどの RAID システムは、RAID アレイとして出荷時に構成済みです。対応する LUN が Xsan
で使用可能です。
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RAID システムの標準 RAID アレイがアプリケーションに合わない場合は、RAID システム管理ソ
フトウェアを使用して、ほかの RAID 方式に基づいて、またはドライブモジュールの数を変更し
て、アレイを再作成することができます。ほかの RAID 方式については、 30 ページの「LUN の
RAID 方式を選択する 」を参照してください。
16 ページの図には、8 つの RAID アレイ LUN が示されています。メタデータとジャーナル情報
を保存する LUN では、メタデータの消失に対処できるように RAID レベル 1（ミラーリング）を
使用します。1 つの LUN では、最善の速度とストレージ効率を得るためにユーザのデータを RAID
0 アレイ（ストライピングのみ）に保存しますが、データは保護されません。その他のデータ
LUN では、RAID 5（分散型パリティ）を使用して、高いパフォーマンスとストレージ効率およ
びデータ保護を実現します。Xsan では、RAID アレイはボリュームを作成するために結合可能な
LUN として認識されます。
「Xsan Admin 」でボリュームを設定するときに、RAID LUN は、Xsan ファイルシステムで使用
できるようにラベルが設定されて初期化されます。

ストレージプール
複数の LUN を結合すると、ストレージプールが形成されます。 小規模なボリュームのストレー
ジプールは 1 つの RAID アレイで構成されることがありますが、大規模なボリュームは複数のス
トレージプールで構成され、各ストレージプールには複数のアレイが含まれることがあります。

Xsan では、RAID 0（ストライピング）方式を使用して、ストレージプール内の LUN 全体にファ
イルデータを並列して分散させます。このため、ストレージプール内の複数の LUN に対して使
用可能なストレージを分散させることで、クライアントのアクセス速度を向上させることができ
ます。

LUN の RAID レベルに基づいてパフォーマンスや復元可能性の特性が異なる複数のストレージ
プールを設定したり、アフィニティを使用してストレージプールにフォルダを割り当てたりでき
ます。ファイルの保存場所は、速度または安全に関する必要に応じて選択できます。詳しくは、

19 ページの「アフィニティのあるフォルダ」を参照してください。
16 ページの図では、7 つの LUN がユーザのデータを保存する 4 つのストレージプールに結合さ
れています。1 つのプールでは、1 つの RAID 0 アレイ（高速だが復元できない）を使用してい
ます。ほかの 3 つのプールでは複数の RAID 5 アレイ（高速ではないが復元可能）を使用してお
り、Xsan はそれらの各ストレージプール内の LUN 全体にデータをストライプします。
使用可能な LUN をストレージプールに追加するには、「 Xsan Admin」を使用します。

アフィニティ
各ストレージプールには、パフォーマンスおよび復元可能性の特性に応じてアフィニティタグが
割り当てられます。フォルダをアフィニティタグに関連付けて、フォルダの内容が、適切な特性
を持つストレージプールに自動的に保存されるようにできます。
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複数のストレージプールに同じアフィニティタグを割り当てることができます。Xsan では、特
定のアフィニティタグが関連付けられたフォルダの内容が、同じアフィニティタグを持つ複数の
ストレージプールに分散して保存されます。これにより、複数のユーザが同じフォルダ内のファ
イルを同時に読み書きする場合でも、複数のストレージプールおよびそれを構成する LUN に読
み書き操作が分散されるため、パフォーマンスが向上します。
ストレージプールにアフィニティタグを割り当て、それらのアフィニティタグをフォルダに関連
付けるときは、「Xsan Admin」を使用します。

ボリューム
ストレージプールを結合すると、ユーザに表示されるボリュームが作成されます。ユーザには、

SAN ボリュームの表示および動作は、次の点を除いて、大きなローカルディスクとまったく同じ
ように見えます：

Â 基になるアレイまたは新しいストレージプールを追加すると、ボリュームのサイズを増やすこ
とができます

Â SAN の複数のユーザが同じボリューム上のファイルに同時にアクセスできます
16 ページの図では、5 つのストレージプールを結合して 1 つの共有ボリュームを作成しています。
「Xsan Admin 」を使用してボリュームを作成し、クライアントコンピュータにマウントします。

18
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次の画面の図は、
「Xsan Admin 」で、LUN 、ストレージプール、およびボリュームが編成された
「SanVol 」という名前の共有ボリュームが 1 つ含ま
状態を示しています。この例では、SAN に、
「 Data1」、および「Data2 」の 3 つのスト
れています。ボリュームのストレージは、「Meta」、
レージプールで構成され、最初のストレージプールには 1 つの LUN が、それ以外にはそれぞれ

2 つの LUN が使用されています。

ボリューム
ストレー
ジプール

LUN

アフィニティのあるフォルダ
特定のファイルの保存に使用するストレージプールを制御するために（たとえば、複数のユーザ
またはアプリケーションにそれぞれ異なるレベルのサービスを提供するために）、Xsan ボリュー
ム上のフォルダを、そのボリュームを構成する 1 つ以上のストレージプールに割り当てられたア
フィニティに関連付けることができます。
たとえば、一部のフォルダは速度に優れた LUN を使ったストレージプールのアフィニティに関
連付け、
ほかのフォルダはセキュリティに優れた LUN を使ったストレージプールのアフィニティ
に関連付けることができます。こうすれば、ユーザは適切なフォルダにファイルを入れることで、
速度またはセキュリティのいずれかに優れたストレージを選択できます。

16 ページの図では、「Other 」フォルダに RAID 0 アレイに基づく高速なストレージプールのア
フィニティが設定されています。ユーザによって「Other 」フォルダにコピーされたファイルは、
速度に優れたアレイに自動的に保存されます。
「Video」および「Audio」フォルダは、セキュリ
ティに優れた RAID 5 ストレージに関連付けられています。
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Xsan が使用可能なストレージを利用する方法
Xsan では、ユーザファイルとファイルシステムのデータの両方を SAN ボリュームに保存し、ボ
リューム内の LUN 全体にデータをストライプしてパフォーマンスを向上させます。

メタデータとジャーナルデータ
Xsan では、メタデータファイルとファイルシステムのジャーナルを使用して、ファイルに関す
る情報を Xsan ボリュームに記録します。ファイルシステムのメタデータには、 特定のファイル
の保存に使用されるディスクの具体的な部分、そのファイルがアクセス中かどうかなどに関する
情報が含まれています。ジャーナルデータには、ファイルシステムのトランザクションの記録が
含まれています。これは、障害が発生した場合にファイルの整合性を確認するのに役立つことが
あります。
これらのファイルは Xsan メタデータコントローラによって管理されますが、ファイルはコント
ローラ自体ではなく SAN のボリュームに保存されます。デフォルトでは、メタデータおよび
ジャーナルデータは、ボリュームに最初に追加されたストレージプールに保存されます。新しい
ボリュームにストレージプールを追加する場合、これらのファイルの保存場所は「Xsan Admin 」
を使って選択できます。

上位レベルでのストライピング
RAID 0（ストライピング）方式では、ファイルの書き込み時に、ファイルがセグメントに分割さ
れ、RAID アレイ内の各ディスクドライブに分散されます。これにより、ファイルの断片が（一
度に 1 つずつではなく）アレイ内の個々のディスクに並列で書き込まれるため、パフォーマンス
が向上します。Xsan では、ストレージ階層の 2 番目の上位レベルにこの技術を適用しています。
ボリューム内の各ストレージプールで、Xsan はストレージプールを構成する個々の LUN 全体に
ファイルデータをストライプします。このときも、データが並列で書き込まれるのでパフォーマ
ンスが向上します。
重要なアプリケーションの要件を満たすように、ストレージプール内の各 LUN に書き込まれる
データの量（ストライプ幅）を調節することで、SAN のパフォーマンスを調整できます。

セキュリティ
次のようないくつかの方法で、SAN ボリュームへのアクセスを制御できます：

Â アクセスを禁止したいクライアントコンピュータでボリュームをマウント解除します。ユーザ
が SAN ボリュームをブラウズまたはマウントすることはできません。クライアントに SAN ボ
リュームをマウントできるのは SAN 管理者だけです。
Â 特定のクライアントコンピュータのユーザがボリュームのデータを変更しないようにするに
は、読み出し専用アクセスのクライアントにボリュームをマウントします。

Â 「Xsan Admin 」でオーナー、グループ、および一般のアクセス権を指定します。
Â 「Finder」でオーナー、グループ、および一般のアクセス権を指定します。
Â 「Xsan Admin 」でアクセス制御リスト（ACL ）を設定することで、ボリューム上のファイルお
よびフォルダへのユーザアクセスを制御します。

20
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Â 基になるファイバーチャネル・ネットワークにゾーンを設定して、ユーザとボリュームを分離
します。

ストレージを拡張する
既存の Xsan ボリュームに空き領域を追加するには、次の 2 つの方法があります：

Â RAID システム（新しい LUN ）を既存のストレージプールに追加する
Â 新しいストレージプール全体をボリュームに追加する
どちらの方法でも、自動的にクライアント上のボリュームがマウント解除されてマウントし直さ
れます。
また、いつでも新しいボリュームを SAN に追加できます。

Xsan ストレージの拡張については、53 ページの「ストレージを追加する」を参照してください。
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Xsan の容量
次の表に、Xsan ボリュームの制限と容量をリストします。
パラメータ

最大値

SAN 上のコンピュータの数（メタデータコントローラとクライアント）

64

SAN 上のボリュームの数

16

ボリューム内のストレージプールの数

512

ストレージプール内の LUN の数

32

ボリューム内の LUN の数

512

ボリューム内のファイルの数

4,294,967,296

LUN のサイズ

RAID アレイのサイズによってのみ
制限されます

ボリュームのサイズ

LUN の数とサイズによってのみ制限
されます

22

ファイルのサイズ

およそ 263 バイト

ボリューム名の長さ

70 文字（A 〜 Z 、a 〜 z、 0 〜 9、
および _）

ファイル名またはフォルダ名の長さ

ASCII 文字で 251 文字

SAN の名前の長さ

Unicode 文字で 255 文字

ストレージプール名の長さ

ASCII 文字で 255 文字

アフィニティ名の長さ

ASCII 文字で 8 文字

LUN の名前（ラベル名またはディスク名）

ASCII 文字で 242 文字
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ストレージ・エリア・ネットワークの
計画を立てる

2

この章では、Xsan のハードウェアおよびソフトウェア要件について
説明し、必要を満たす SAN の設計に役立つ計画のガイドラインおよ
びパフォーマンスのヒントを示します。
この章の内容は次の通りです：

Â Xsan のハードウェアおよびソフトウェア要件（23 ページ）
Â SAN の計画のガイドライン（27 ページ）

ハードウェアおよびソフトウェア要件
ご使用の SAN 環境が以下の要件を満たしている必要があります：

Â
Â
Â
Â
Â
Â

対応するコンピュータ
対応するストレージ装置
ファイバーチャネル・ファブリック、アダプタ、およびスイッチ

Ethernet ネットワーク
ディレクトリサービス（オプション）
送信用メールサービス（オプション）

対応するコンピュータ
Xsan 2 は、次の最小要件を満たすコンピュータで使用できます：
基本システム

Â Intel または PowerPC G5 プロセッサを搭載した Macintosh コンピュータ
メモリ

Â クライアントコンピュータには、2 GB 以上の RAM が必要です（Xsan 1.4.2 と Mac OS X v10.4
Tiger または Mac OS X Server v10.4 Tiger を使用するクライアントの場合は、1 GB 以上が必
要です）
。

Â メタデータコントローラとして使用するコンピュータには、1 つのボリュームの管理に 2 GB 以
上の RAM が必要です。さらに、コントローラが管理する追加の SAN ボリュームごとに 2 GB
の RAM が必要になります。
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対応するオペレーティングシステム

Xsan 2 は、Mac OS X v10.5 Leopard または Mac OS X Server v10.5 Leopard を実行するコン
ピュータにのみインストールできます。

Xsan 1.4.2 を使用する Mac クライアントコンピュータは、Xsan 2 の SAN に接続できます。これ
らのクライアントでは、Leopard または Tiger を使用できます。
Xsan 2 の SAN に接続するには、Windows、AIX、IRIX、Linux 、および Solaris の各クライアン
ト上で、Quantum 社の StorNext File System バージョン 2.6 または 2.7 が稼働している必要が
あります。互換性に関する情報について詳しくは、10 ページの「バージョンの互換性」を参照
してください。

対応するストレージ装置
任意の標準的な SCSI LUN ストレージ装置を使用できますが、このガイドでは、ストレージ装置
としてアップル認定の RAID システムを使用していることを前提としています。検証済みの RAID
システムの最新情報については、Xsan の Web ページを参照してください：
www.apple.com/jp/xsan
重要：Xsan で RAID システムを使用する前に、RAID システムに最新のファームウェア・アップ
デートを必ずインストールしてください。

ファイバーチャネル・ファブリック
コントローラやクライアントが Ethernet を介して転送を行うファイルシステムのメタデータと
は異なり、Xsan SAN の実際のファイル内容はファイバーチャネル接続を介して転送されます
（コントローラがボリューム上でアクセスするメタデータであるため）。接続を設定するには、以
下が必要です：

Â 各クライアントおよびコントローラコンピュータ用の Apple Fibre Channel PCI、PCI-X、また
は PCI-E カード
Â 対応するファイバーチャネル・スイッチ
Â コンピュータとストレージ装置をスイッチに接続してファイバーチャネル・ファブリックを形
成するファイバーチャネル・ケーブル
ファイバーチャネル PCI カード
SAN に接続するすべての Macintosh コンピュータに、Apple Fibre Channel PCI 、PCI-X、また
は PCI-E カードを取り付けます。
ファイバーチャネル・スイッチ

Brocade、Cisco、および QLogic の各社のファイバーチャネル・スイッチは、Xsan および Apple
Fibre Channel PCI 、PCI-X、および PCI-E カードでの動作が検証済みです。検証済みのスイッチ
の最新情報については、Xsan の Web ページを参照してください：
www.apple.com/jp/xsan

24

第2章

ストレージ・エリア・ネットワークの計画を立てる

ファブリックの構成
ファイバーチャネル内のコンピュータ、ストレージ装置、およびスイッチを接続して、ファイ
バーチャネル「ファブリック」を形成する必要があります。アップル認定のスイッチはすべて、
ファイバーチャネル・ケーブルを接続するとすぐにデフォルトでファブリックを作成します。
ファブリック内で、ファイバーチャネル・ケーブルによりノードポート（F または N ポート）が
接続されます。詳細は、お使いのファイバーチャネル・スイッチに付属のマニュアルを参照して
ください。

Ethernet TCP/IP ネットワーク
SAN 上のコンピュータは、Ethernet ネットワークにも接続されている必要があります。Xsan の
コントローラおよびクライアントでは、ファイバーチャネル・ネットワークの代わりにこのネッ
トワークを使用してファイルシステムのメタデータを交換します。

SAN 上のコンピュータがディレクトリサーバ、企業や大学のイントラネット、またはインター
ネットと通信する必要がある場合は、各 SAN クライアントおよびメタデータコントローラを 2
つの異なる Ethernet ネットワーク（1 つは SAN メタデータ用のプライベートサブネット、もう
1 つはディレクトリサービス、イントラネット、およびインターネット・トラフィック用）に接
続する必要があります。ビデオ編集などの高いパフォーマンスが要求されるアプリケーションで

SAN を使用する場合、これは特に重要です。
IP アドレス
クライアントコンピュータおよびメタデータ・コントローラ・コンピュータでは、Ethernet ネッ
トワーク接続に静的（固定）IP アドレスが必要です。パブリックイントラネットおよびインター
ネット接続については、各コンピュータの静的 IP アドレス、サブネットマスク、ルーターアド
レス、および DNS サーバアドレスを手動で入力するか、 この情報の一部またはすべてを提供す
るように DHCP サーバを構成できます。DHCP サーバを使用して IP アドレスを提供する場合は、
各 SAN コンピュータに常に同じ静的 IP アドレスを割り当てるように設定する必要があります。
DHCP で SAN 装置に動的 IP アドレスを割り当てないでください。

SAN メタデータネットワークについては、SAN コンピュータに静的プライベート（ルーティン
グされない）IP アドレスが必要です（SAN メタデータ用の独立したプライベート Ethernet ネッ
トワークを設定できない場合は該当しません）。新しいコンピュータまたは Leopard か Leopard
Server を新規インストールしたばかりのコンピュータを設定する場合は、「Xsan Admin」を使
用して、プライベート・メタデータ・ネットワーク用のアドレスを割り当ておよび管理できます。
手動でアドレスを割り当てる場合は、プライベート（ルーティングされない）メタデータネット
ワークで次のいずれかの範囲の IP アドレスを使用できます：
プライベートアドレスの範囲

関連付けられたサブネットマスク

10.0.0.0 – 10.255.255.255

255.0.0.0

10/8

172.16.0.0 – 172.31.255.255

255.240.0.0

172.16/12

192.168.0.0 – 192.168.255.255

255.255.0.0

192.168/16
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ディレクトリサービス
SAN 上のファイルやフォルダへのアクセス制御にユーザとグループのアクセス権を使用する場
合は、ユーザとグループの一元化されたディレクトリを設定または接続することをお勧めしま
す。一元化されたディレクトリサービスを使用すれば、1 台のコンピュータからすべての SAN
ユーザとグループを管理できるので、各 SAN クライアントおよびメタデータコントローラに足
を運んで 1 台ずつ構成する手間を省くことができます。

Open Directory サーバが提供するディレクトリサービスをすでに利用している場合は、設定ア
シスタントを使用して、Xsan 2 がインストールされた各メタデータコントローラおよびクライ
アントコンピュータを、Open Directory サーバの既存のユーザとグループのアカウントを使用
するように構成できます。Active Directory など、別のタイプのディレクトリサービスを利用し
ている場合は、初期設定後に「ディレクトリユーティリティ」アプリケーションを使用して、各
コントローラおよびクライアントを、ディレクトリサービスに接続してユーザとグループのアカ
ウントを使用するように構成します。Tiger を搭載したクライアントコンピュータがある場合は、
各クライアントコンピュータで「ディレクトリアクセス」アプリケーションを使用してディレク
トリサーバに接続します。

SAN が既存のディレクトリサービスに接続していない場合は、Xsan プライマリ・メタデータ・
コントローラの初期設定時に、ユーザとグループの管理に「Xsan Admin 」を使用するように指
定できます。設定アシスタントによって、プライマリ・メタデータ・コントローラ上に Open
Directory のマスターサーバが作成され、スタンバイ・メタデータ・コントローラ上に Open
Directory の複製サーバが設定されます。Open Directory のマスターでは、LDAP ディレクトリ、
Kerberos を使用したシングルサインオンのユーザ認証、および共通の認証方式を使用したパス
ワード検証を提供します。複製を使うと、応答性が向上し、Open Directory サービスの自動フェ
イルオーバーが利用できます。
また、設定アシスタントによって、Xsan 2 がインストールされたクライアントコンピュータが
Xsan プライマリ・メタデータ・コントローラに接続して Open Directory のユーザとグループ
のアカウントを使用するように構成されます。 Tiger を搭載したクライアントコンピュータがあ
る場合は、各クライアントコンピュータで「ディレクトリアクセス」アプリケーションを使用し
て Xsan プライマリ・メタデータ・コントローラの Open Directory サービスに接続する必要が
あります。

Open Directory サーバを手動で設定する必要がある場合は、Mac OS X Server の「サーバ管理」
アプリケーションを使用できます。設定後は、
「ワークグループマネージャ」アプリケーション
を使用してユーザとグループを管理します。詳しくは、
「Open Directory の管理」および「ユー
ザの管理」
（ www.apple.com/jp/server/documentation で配布）を参照してください。
参考：SAN クライアントコンピュータ上で動作する「Final Cut Pro」などの一部のアプリケー
ションは、ユーザがネットワーク・ホームフォルダではなくローカル・ホームフォルダを使用し
ているときの方がパフォーマンスが向上します。
「Xsan Admin」を使って管理するユーザアカウ
ントは、自動的にローカル・ホームフォルダに設定されます。
「Xsan Admin」を使って管理しな
いユーザアカウントのローカル・ホームフォルダの設定については、89 ページの「ネットワー
クアカウント用にローカルのホームフォルダを作成する」を参照してください。
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一元化されたディレクトリサービスを使用しない場合は、各 SAN コンピュータで「システム環
境設定」の「アカウント」パネルを使って同じユーザとグループを設定する必要があります。
重要：各 SAN コンピュータにユーザとグループを作成する場合は、必ず次の点を確認してくだ
さい：

Â 各ユーザまたはグループの数値のユーザ ID（UID）またはグループ ID（GID）が、SAN 全体で
一意である

Â 複数のコンピュータで定義されている各ユーザまたはグループの UID または GID が、各コン
ピュータで同じである

送信用メールサービス
Xsan では、ローカルネットワーク（IP サブネット）上であれば、独立したメールサーバを使用
せずにメールで SAN の状況通知を送信できます。 ただし、ローカルネットワークの外部に通知
を送信する場合は、メールゲートウェイとして動作する SMTP サーバが必要です。送信用メール
サーバへのアクセス権がない場合は、Mac OS X Server のメールサービスを使用して設定できま
す。詳しくは、
「メールサービスの管理」
（www.apple.com/jp/server/documentation で配布）
を参照してください。

SAN の計画を立てる
既存の Xsan SAN にストレージを追加するのは簡単ですが、SAN を設定した後で構成し直すの
は簡単ではありません。このため、設定を行う前に SAN およびそのストレージのレイアウトと
編成を計画しておくことは重要です。

Xsan SAN は以下のコンポーネントで構成されます：

Â
Â
Â
Â

ストレージ装置（RAID システム）

LUN（ SCSI 論理ユニット番号、通常は RAID アレイ）
ストレージプール（LUN のグループ）
アフィニティタグ（同等のパフォーマンスおよびデータ保護を提供するストレージプールを識
別するタグ）

Â
Â
Â
Â
Â

ボリューム（ユーザに表示されるストレージプールのグループ）
クライアント（ボリュームを使用するコンピュータ）
コントローラ（ボリュームのメタデータを管理するコンピュータ）
ボリュームのメタデータの交換に使用する Ethernet ネットワーク
ボリュームとの間でデータの転送に使用するファイバーチャネル・ ネットワーク

SAN を設定しようとする前に、これらのコンポーネントの編成方法を決める必要があります。時
間を取って、SAN ユーザおよび SAN 管理者の必要を満たすように、使用可能なハードウェアを
RAID アレイ、ボリューム、クライアントコンピュータ、 およびメタデータコントローラに編成
する図または表を作成してください。ボリュームの使用目的に応じたプリセットのボリュームタ
イプを使って各ボリュームを設定する場合は、ストレージプールおよびアフィニティタグについ
て計画を立てる必要はありません。
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計画を準備するための質問
計画を立てるときには、次の質問について検討してください：

Â
Â
Â
Â
Â
Â

どれくらいのストレージが必要ですか？
使用可能なストレージをどのようにユーザに提供しますか？
ユーザのワークフローに最適なストレージの編成はどのようなものですか？
ユーザはどの程度のパフォーマンスを必要としますか？
高可用性はどれほど重要ですか？
セキュリティ要件はどのようなものですか？

上記の質問に対する答えは、以下の点を決めるのに役立ちます：

Â
Â
Â
Â
Â
Â

RAID アレイにどの RAID 方式を使用しますか？
必要な SAN ボリュームの数はいくつですか？
個々のボリュームをどのように編成する必要がありますか？
各ボリュームにどのプリセットのボリュームタイプを選択できますか？
各アフィニティタグにどの LUN を割り当てる必要がありますか？
各ボリュームへのアクセス権を保持するのはどのクライアント、ユーザ、およびグループ
ですか？

Â
Â
Â
Â

メタデータコントローラとして動作するのはどのコンピュータですか？
スタンバイ・メタデータ・コントローラは必要ですか？
メタデータコントローラをクライアントとしても使用しますか？
ファイルシステムのメタデータとジャーナルデータの保存場所をカスタマイズする必要があ
りますか？

Â ボリュームの割り当て方式を調整する必要がありますか？
Â Ethernet ネットワークはどのように構成しますか？
上記の質問に対する答えから適切な SAN 設計を導き出すため、 以降のページに記載されている
考慮事項とガイドラインを検討してください。

計画を立てる際の考慮事項とガイドライン
以下に、SAN の設計上の決定を行うのに役立つ情報を示します。
どれくらいのストレージが必要ですか？

Xsan SAN にユーザデータ用のストレージを追加するのは簡単なので、必要なのは適切な開始点
を決めることだけです。ストレージは、後で必要に応じて追加できます。
ただし、ボリュームのメタデータとジャーナルデータの保存だけに使用できるストレージプール
は拡張できないので、メタデータ用の領域は最初から十分に割り当てるようにしてください。
（メ
タデータとジャーナル保存用のストレージプール全体を追加することはできます。）メタデータ
とジャーナルデータのストレージ要件を評価する方法について詳しくは、34 ページの「メタデー
タとジャーナルデータに必要なストレージを予測する」を参照してください。
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使用する RAID システムの数は、使用可能な領域だけでなく SAN のパフォーマンスにも影響を
及ぼすことに留意してください。詳しくは、
「パフォーマンスに関する考慮事項」を参照してく
ださい。
使用可能なストレージをユーザにどのように表示しますか？
特定のプロジェクトに参加しているユーザに対して専用の作業用ボリュームを表示する場合は、
プロジェクトごとにボリュームを作成します。ユーザに対し、ボリューム内のユーザ用の作業
フォルダに加えてほかのユーザのフォルダも表示することが妥当な場合は、1 つのボリュームを
作成してそのボリュームを複数のプロジェクトフォルダに編成することができます。
ワークフローに関する考慮事項
ユーザのワークフローでは、いくつのファイル共有が必要ですか？たとえば、異なる複数のユー
ザまたはグループが同一のファイル上で同時にまたは連続して作業を行う場合、これらのファイ
ルを 1 つのボリュームに保存することで、コピーの維持や引き渡しをしなくて済みます。 Xsan
では、ファイルロックを使用して、複数のファイルの1 つのコピーに対する共有アクセスを管理
します。
パフォーマンスに関する考慮事項
高解像度のビデオキャプチャや再生など、実行可能な最高速度で継続的なデータ転送を必要とす
るアプリケーションに SAN が対応する場合は、以下に示すパフォーマンス上の考慮事項を念頭
に置いて SAN を設計してください：

Â 高性能な RAID 方式を使用して、LUN（ RAID アレイ）を設定します。詳しくは、30 ページの
「LUN の RAID 方式を選択する」を参照してください。
Â そのアプリケーション用のアフィニティタグに、最も高速な LUN を割り当てます。高度なパ
フォーマンスを要求されないアプリケーション用のアフィニティタグには、それより低速な

LUN を割り当てます。
Â 並列処理を強化するには、LUN を異なる RAID コントローラ全体に展開します。データは各 LUN
にストライプされるので、2 台の RAID コントローラで同時転送することによってパフォーマ
ンスが向上します。

Â 比較的小さな LUN（1 個から数個のドライブモジュールの規模）に割り当てられたアフィニティ
タグで並列処理を強化するには、1 個か 2 個のドライブモジュールから LUN を作成するので
はなく、RAID コントローラ上のすべてのドライブに類似のサイズのスライスを作成します。
Â ファイル転送を可能な限り多くのドライブおよび RAID コントローラ全体に展開します。
スライスを RAID システムのドライブ全体に作成するようにしてから、これらのスライスを同
じアフィニティタグに割り当てます。

Â スループットを向上させるには、クライアントのファイバーチャネル・カードの両方のポート
をファブリックに接続します。

Â ファイルシステムのメタデータとジャーナルデータをユーザデータとは別のストレージプー
ルに保存し、メタデータの LUN がユーザデータの LUN と同じ RAID コントローラ上にないよ
うにします。

Â SAN メタデータ用に別の Ethernet ネットワークを使用します（各 SAN コンピュータに追加の
Ethernet ポートが必要です）。それが無理な場合は、ルーターを使用して、SAN が使用する
Ethernet ネットワークを社内イントラネットまたはインターネットから分離します。
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Â SAN で、ディレクトリサービス、メールサービス、またはその他のサービスを独立したサーバ
で運用する場合は、SAN メタデータネットワークとは分離された Ethernet ネットワークを
使って SAN コンピュータをそのサーバに接続します。
Â ボリュームごとに異なるプライマリ・メタデータ・コントローラを選択し、複数のボリューム
が同じメタデータコントローラにフェイルオーバーする可能性が最小限になるようにボ
リュームのフェイルオーバー優先順位を設定します。
可用性に関する考慮事項
データにとって高可用性が重要な場合は、プライマリ・メタデータ・コントローラに加えて、1
つ以上のスタンバイ・メタデータ・コントローラを設定します。また、ファイバーチャネル・ス
イッチを冗長化して、各クライアント、メタデータコントローラ、およびストレージ装置間で
ファイバーチャネル接続を二重にすることも考慮してください。
警告：スタンバイコントローラを使用していないでメタデータコントローラに障害が発生する
と、ボリュームのデータがすべて失われる可能性があります。スタンバイコントローラを使用
することをお勧めします。
セキュリティに関する考慮事項
セキュリティで完全に保護され、相互に分離されている必要のあるプロジェクトに SAN で対応
する場合は、プロジェクトごとにボリュームを作成して、ボリュームに保存されたファイルにク
ライアントまたはユーザが不正にアクセスする可能性を排除できます。

SAN 管理者は、どのクライアントコンピュータにボリュームの使用を許可するかを制御できま
す。クライアントは、クライアント自体の SAN ボリュームをブラウズまたはマウントすること
はできません。
「Xsan Admin 」を使用して、アクセスを禁止したいクライアントでボリュームを
マウント解除します。
「Xsan Admin 」でアクセス制御リスト（ACL ）を設定したり、「Finder 」で標準のファイルアク
セス権を使用してユーザとグループにフォルダへのアクセス権を割り当てることもできます。

LUN の RAID 方式を選択する
SAN のデータの信頼性および復元可能性の多くは、Xsan 自体ではなく、ストレージプールとボ
リュームを作成するために結合した RAID アレイにより提供されます。SAN を設定する前に、
RAID システムの構成または管理アプリケーションを使って、特定の RAID 方式に基づく LUN を
準備します。
警告：Xsan ボリュームに属する LUN で障害が発生して復元不可能な場合、 ボリューム上の
データはすべて失われます。Xsan ボリュームを作成する際には、冗長な LUN（RAID 0 以外
の RAID 方式に基づく LUN）だけを使用することを強くお勧めします。

RAID 0 アレイ（ストライピングのみ）で構成された LUN 、または 1 つのドライブに基づく LUN
は、障害が発生した場合に復元することが困難または不可能です。このような保護されていない

LUN は、失われてもかまわないスクラッチファイルなどのデータを含むボリュームに対してだけ
使用するようにしてください。
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ほとんどの RAID システムは、一般的な RAID レベルすべてに対応しています。次の表に示すよ
うに、RAID 方式ごとに、提供されるパフォーマンス、データ保護、およびストレージ効率のバ
ランスが異なります。

RAID レベル
RAID 0

ストレージ効率

読み出しパフォーマ
ンス

書き込みパフォーマ
ンス

データ保護

最高

非常に高い

最高

なし

RAID 1

低

高

中

あり

RAID 3

高〜非常に高い

中

中

あり

RAID 5

高〜非常に高い

高

高

あり

RAID 0+1

低

高

高

あり

ボリュームの数を決定する
ボリュームは、SAN の共有ストレージの最も大きな単位です。ユーザがファイルへの共有アクセ
スを必要とする場合は、それらのファイルを同一のボリュームに保存する必要があります。これ
により、ユーザ間でファイルのコピーを受け渡しする必要がなくなります。
一方、セキュリティの保護が重要な場合は、クライアントアクセスを制御する 1 つの方法とし
て、複数のボリュームを作成し、アクセスを禁止したいクライアントでボリュームをマウント解
除します。
セキュリティと共有アクセスのバランスを取るより一般的な方法で、柔軟性のある妥協案として
は、1 つのボリュームを作成し、フォルダアクセス権を使用するか「Xsan Admin 」
（または
Mac OS X Server の「サーバ管理」）でアクセス制御リストを使用して、アクセスを制御します。
ボリュームの編成方法を決定する
定義済みのフォルダを作成することで、ユーザがボリュームのデータを編成するのを支援した
り、ユーザをボリューム内の特定の領域に制限したりできます。「Xsan Admin 」を使ってアクセ
ス権を割り当てることによって、これらのフォルダへのアクセスを制御できます。
アフィニティを使用して、フォルダを特定のストレージプールに割り当てることができます。た
とえば、高速なアクセスを必要とするデータ用のフォルダを作成して、そのフォルダを最も高速
なストレージプールに割り当てることができます。
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LUN をアフィニティタグに割り当てる
SAN の要件に適したプリセットのボリュームタイプを使ってボリュームを作成すると、「Xsan
Admin」によって、最善のパフォーマンスが得られるようにストレージプールとアフィニティタ
グが自動的に設定されます。管理者が行う必要があるのは、LUN を各アフィニティタグに割り当
てることだけです。
「Xsan Admin」では、ボリュームタイプおよび各アフィニティタグに割り当
てられた LUN の数に基づいて、最適なストレージプールの作成数が決定されます。最善のパ
フォーマンスを得るためには、下に示す数の倍数の LUN を割り当ててください。これらの倍数
は、ユーザデータに使用するアフィニティタグに適用されます。必要な LUN が 1 つだけである
メタデータおよびジャーナルのアフィニティタグには適用されません。
このボリュームタイプのユーザデータ用のアフィニティタグ

この倍数の LUN を割り当てる

カレンダー・サーバ・クラスタ

1

一般のファイルサーバ

2

ホームフォルダ・サーバ

2

メールクラスタ

1

Podcast Producer クラスタ

4

SD（Standard Definition）ビデオ

4

非圧縮 HD（ High Definition）ビデオ

4

各アフィニティタグには、
同じ容量およびパフォーマンス特性を持つLUN を割り当ててください。

Xsan では、高いパフォーマンスを実現するために RAID 0 方式を使って各ストレージプール内の
LUN にデータをストライプするため、特定のアフィニティタグに割り当てる LUN の容量はすべ
て同じである必要があります。このストライピング方式では、ストレージプール内で最小の LUN
の容量と同じだけの領域が各 LUN で使用可能になります。
このため、ストレージプールの各 LUN
のサイズが異なる場合、容量が無駄になります。たとえば、240 GB の RAID アレイと 360 GB の
RAID アレイをストレージプールに割り当てる場合、容量の大きいアレイの 120 GB は使用され
ません。特定のアフィニティタグにほぼ同じ容量の LUN を割り当てることで、使用可能なスト
レージを無駄にするのを避けることができます。
ユーザデータ用のアフィニティタグが複数あるボリュームタイプを使用する場合は、パフォーマ
ンスの向上が最も効果的な内容を含むフォルダに関連付けるアフィニティタグに、最も高速な

LUN を割り当てます。パフォーマンス要件が厳しくない内容を含むフォルダに関連付けるアフィ
ニティタグには、それよりも低速な LUN を割り当てます。
異なるドライブモジュールおよび異なる RAID コントローラで管理される LUN の組み合わせに
アフィニティタグを割り当てることによって、そのアフィニティタグのストレージプールのパ
フォーマンスを向上させることもできます。この方法では、データ転送の並列処理が強化される
ため、パフォーマンスが向上します。
ボリュームをマウントするクライアントを決定する
複数のボリュームを作成する場合は、どのクライアントにどのボリュームをマウントするかを決
定します。新しいボリュームは、初期状態ではすべてのクライアントにマウントされます。
「Xsan

Admin」を使用して、特定のクライアントからボリュームをマウント解除できます。
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メタデータコントローラを選択する

SAN メタデータコントローラにするコンピュータを 1 台以上選択する必要があります。SAN メ
タデータコントローラは、ファイルシステムのメタデータの管理を担当するコンピュータです。
参考：ファイルシステムのメタデータとジャーナルデータは、メタデータコントローラ自体では
なく、SAN ボリュームに保存されます。詳しくは、33 ページの「メタデータとジャーナルデー
タの保存場所を選択する」を参照してください。
クライアントの数が少ないか、パフォーマンスがそれほど重要でない場合は、1 つのコンピュー
タをメタデータコントローラ兼クライアントとして使用できます。1 つのストレージ装置と、コ
ントローラ兼クライアントとして動作する 1 つのコンピュータで構成される SAN を設定するこ
ともできます（たとえば、ネットワークに接続したストレージとして使用できます）。
高可用性が重要である場合は、2 台以上のメタデータコントローラを使用して、1 台をプライマ
リコントローラに、もう 1 台をスタンバイコントローラにする必要があります。必要に応じて追
加のメタデータコントローラを指定し、各ボリュームのフェイルオーバー優先順位を設定して、
いずれかのボリュームのプライマリコントローラが応答しなくなった場合に使用されるコント
ローラの優先順序を指定できます。
パフォーマンスが重要である場合は、メタデータコントローラでほかのサーバサービスを実行し
たり、コントローラ自体を使用して AFP または NFS 経由で SAN ボリュームを再共有しないでく
ださい。
スタンバイコントローラを選択する

SAN ボリュームを常に使用可能にするため、プライマリ・メタデータ・コントローラに障害が発
生した場合に処理を引き継ぐスタンバイ・メタデータ・コントローラを 1 台以上設定します。
クライアントとコントローラを結合する
同じコンピュータをメタデータコントローラ兼クライアントとして機能させることができます。
たとえば、1 つの RAID システムと、コントローラ兼クライアントとして動作する 1 台のコン
ピュータで構成される SAN を設定できます。コントローラとして指定したすべてのコンピュー
タは、クライアントとしても動作できます。
たとえば、スタンバイ・メタデータ・コントローラ専用のコンピュータがない場合は、通常はク
ライアントとして使用するコンピュータを、プライマリ・メタデータ・コントローラに障害が発
生した場合にコントローラの機能を引き継ぐように割り当てることができます。
クライアントとコントローラを別にしておくために、クライアント専用のコンピュータをユーザ
用に設定できます。
メタデータとジャーナルデータの保存場所を選択する
ボリュームについて説明するメタデータとジャーナルデータは、ボリュームのメタデータコント
ローラではなく、ボリューム自体に保存されます。デフォルトでは、これらのデータはボリュー
ム内の最初のストレージプールに保存されます。
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プリセットのボリュームタイプではすべて、メタデータとジャーナルデータ専用のストレージ
プールが設定されます。最善のパフォーマンスを得るには、メタデータとジャーナル用のスト
レージプールに割り当てる LUN を、ユーザデータ用のアフィニティタグに割り当てる LUN とは
別の RAID コントローラに接続してください。
複数のストレージプールで構成されるカスタムボリュームを設定する場合は、メタデータと
ジャーナルデータの保存に使用するストレージプールを選択できます。メタデータとジャーナル
データをユーザデータと同じストレージプールに保存しても相応のパフォーマンスが得られる
ことがありますが、パフォーマンスを向上させるには、メタデータとジャーナルデータ専用のス
トレージプールを使用してください。
メタデータとジャーナルデータに必要なストレージを予測する

Xsan ボリュームのメタデータに必要な容量を予測するには、ボリューム内の 1000 万個のファイ
ルに対して、ボリュームのメタデータ・ストレージ・プール内に約 10 ギガバイトのメタデータ
が必要となると想定します。
割り当て方式を選択する
ボリュームの設定時にプリセットのボリュームタイプを選択すると、
「Xsan Admin 」によって自
動的にボリュームの割り当て方式が設定されます。後で、
「Xsan Admin 」でボリューム設定を編
集することによって、割り当て方式を変更できます。ボリューム用に選択する割り当て方式によ
り、ストレージプールにデータを入力する順序が決まります。ラウンドロビン、フィル、または
バランスの中から選択できます。
ラウンドロビンを選択すると、Xsan は新しいデータをボリューム内の各ストレージプールに順
に書き込みます。これは通常、パフォーマンスを優先する場合に最適です。
フィルを選択すると、Xsan はすべての新しいデータをボリューム内の最初のストレージプール
に書き込み、そのストレージプールがいっぱいになると次のストレージプールに書き込みます。
特定のストレージプールをできるだけ使用したくない場合は、これを選択することができます。
バランスを選択すると、Xsan は最大の空き領域があるストレージプールに新しいデータを書き
込みます。

Ethernet TCP/IP ネットワークの計画を立てる
Ethernet 接続は、Xsan ストレージ・エリア・ネットワークで次のようないくつかの方法で使用
されます：

Â Xsan のクライアントおよびメタデータコントローラでは、Ethernet を使用してボリュームメ
タデータを交換します。

Â Xsan クライアントでは、SAN の外部にあるネットワーク（大学や企業のイントラネットやイ
ンターネット）へのアクセスに Ethernet を使用できます。
Â Xsan メタデータコントローラでは、リモート管理に Ethernet 接続を使用できます。
Â RAID システムでは、 システム管理に Ethernet 接続を使用できます。
Â ファイバーチャネル・スイッチでは、スイッチ管理に Ethernet 接続を使用できます。
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次の 2 つのオプションがあります：

Â 1 つの Ethernet ネットワークをすべてのトラフィックに使用します。これは安価なオプション
ですがセキュリティも低下し、可能な最善のパフォーマンスが得られないことがあります。

Â 2 つの別個のネットワークを使用し、1 つをメタデータに、もう 1 つをほかのすべての IP トラ
フィックに使用します。この構成は多少高価です（コンピュータごとに 2 つの Ethernet アダ
プタが必要です）が、ルーチン・ネットワーク・トラフィックは SAN ボリュームのメタデー
タトラフィックに干渉しないため、セキュリティとパフォーマンスが向上します。

プライベート・メタデータ・ネットワークを使用する
SAN に関係のない Ethernet トラフィックが、Xsan のコントローラとクライアント間のメタデー
タ交換に干渉することがあります。たとえば、Xsan メタデータ交換とインターネットアクセスの
両方に同じ接続を使用すると、ファイルシステムのパフォーマンスが低下することがあります。
同様に、同じ Ethernet ネットワークを使用してクライアントコンピュータをディレクトリサービ
スおよび SAN メタデータに接続すると、SAN のパフォーマンスに影響することがあります。
ユーザやアプリケーションにとって SAN のパフォーマンスが重要な場合は、クライアントとメ
タデータコントローラがメタデータの交換に使用するネットワークから、関係のないすべてのト
ラフィックを除外してください。SAN の最善のパフォーマンスを得るには、Xsan クライアント
とメタデータコントローラ専用のプライベート Ethernet TCP/IP ネットワークを設定します。イ
ンターネットアクセス、RAID システムとファイバーチャネル・スイッチの管理、SAN のリモー
ト管理、ディレクトリサービスなど、ほかのタイプのネットワークトラフィックについては、別
の Ethernet ポートを使用して各クライアントおよびメタデータコントローラを別の Ethernet
ネットワークに接続します。

ハブの代わりにスイッチを使用する
最善のパフォーマンスを得るには、SAN メタデータネットワークで、ハブではなく Ethernet ス
イッチを使用します。

ファイバーチャネル・ネットワークの計画を立てる
Xsan では、ファイバーチャネル接続を使用して次のことを行います：

Â ユーザデータをクライアントとデータ・ストレージ・プール間で直接転送する
Â メタデータをメタデータコントローラとメタデータ・ストレージ・プール間で転送する
接続の動作が 2 GB ／秒より遅い場合は、ファイバーチャネルのパフォーマンスを検証して、ファ
ブリックの問題を解決する必要があります。

ファイバーチャネルの基本的なパフォーマンスを確認する
ファイバーチャネル・ネットワークに接続された装置の速度は、ファブリック上で最も速度の遅
い装置に合わせて自動的に調整されるため、ファブリック内のすべての接続が 2 GB ／秒で動作
していることを確認することが重要です。
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ファイバーチャネル接続のパフォーマンスを確認するには：

m ファイバーチャネル・スイッチに付属の管理ソフトウェアを使用して、ファイバーチャネル・
ファブリックのパフォーマンスをテストします。

ファイバーチャネル・ファブリックの動作速度が期待したものよりも遅い場合
ファイバーチャネル・ファブリックが期待した 2 GB で動作しない場合に確認できる点を次に示
します。
ケーブルを確認する
障害のあるケーブルがファブリック内に 1 つあると、ネットワーク全体の速度が低下することが
あります。すべてのケーブルが完全な伝送速度を実現できることを確認してください。スイッチ
管理ソフトウェアを使用して、特定の接続のパフォーマンスを確認して障害のあるケーブルを分
離してください。
対応するペアで適切なトランシーバを使用する
ファブリックに接続している装置の製造元に、使用しているトランシーバ（GBIC）がそれらの装
置での使用に適していることを確認してください。
また、各ケーブルの両端で同一のトランシーバ（製造元およびモデル番号が同じ）を使用してく
ださい。光学トランシーバの不一致（それらのトランシーバが両方とも装置での使用にそれぞれ
適している場合でも）が原因でファイバーチャネルの通信エラーが発生し、SAN のパフォーマン
スが低下することがあります。
ファイバーチャネル・スイッチのポート構成を確認する

SAN 上のクライアントの再起動時に生成される RSCN（Request for State Change Notifications）
は、ほかのクライアントへのビデオストリームでフレームのコマ落ちの原因になることがあり
ます。
あるクライアントが再起動してもほかのクライアントへの SAN トラフィックを中断しないよう
にするには、ファイバーチャネル・スイッチのマニュアルで、開始ポートの RSCN を抑制するよ
うにスイッチを構成できるかどうか確認してください。（たとえば、Qlogic スイッチでは、この
機能は I/O StreamGuard と呼ばれます。）
装置を特定のブレードに接続する
ファイバーチャネル・スイッチがブレードアーキテクチャに基づいている場合は、次のようにす
るとパフォーマンスが向上することがあります：

Â 大量のデータを日常的に交換する装置のペアをスイッチ内の同じブレードに接続する
Â すべての負荷を1つか2つのブレードに集中させる代わりに、負荷を複数のブレードに分散する

RAID システムを構成する
Xsan の LUN として使用するために RAID システムを設定する場合は、以下のガイドラインに
従ってください。
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最新のファームウェアをインストールする
RAID システムから最善のパフォーマンスと信頼性を得るには、 利用可能な最新のファームウェ
アを必ずインストールしてください。

RAID システムを Ethernet ネットワークに接続する
最善のパフォーマンスを得るために、RAID コントローラの Ethernet 管理ポートを SAN のメタ
データネットワークに接続しないでください。これらのポートは、ディレクトリサービス、イン
ターネットアクセス、リモート Xsan 管理など、ほかのタイプのネットワークトラフィックに使
用する別の Ethernet ネットワークに接続してください。

LUN の RAID レベルを選択する
RAID 1 はメタデータ LUN に使用し、RAID 5 はデータ LUN に使用します。
RAID 1 をメタデータ LUN に使用する
Xsan でボリューム情報の保存に使用する小規模な 2 ドライブのメタデータ LUN の場合、RAID
1（ミラーリング）のパフォーマンスはデフォルトの RAID 5 方式より多少良くなります。ほとん
どの場合、プライマリボリュームのメタデータの保存には、1 つのドライブで十分です（10 GB
のメタデータ領域には、約 1000 万ファイルを格納できます）。2 番目のミラードライブは、メタ
データの消失に対する備えです。

RAID 5 をデータ LUN に使用する
ほとんどの RAID システムは、RAID 5 方式を使用して、優れたパフォーマンスとデータ冗長性を
実現するように最適化されます。
（RAID 5 では、利用可能なドライブ全体にデータをストライプ
し、パリティデータもドライブ全体に分散します。）一部の RAID システムは、RAID 5 LUN とし
て出荷時に構成済みです。RAID 0（パリティなしのストライピング）では、書き込みパフォーマ
ンスは多少良くなることがありますがデータ復元保護は提供されないため、RAID 5 は常に、ユー
ザデータの保存に使用する LUN として良い選択です。

RAID システムのパフォーマンス設定を調整する
ドライブキャッシュ、RAID コントローラキャッシュ、読み出しプリフェッチなどのパラメータ
に影響を及ぼす RAID のシステムパフォーマンス設定は、 Xsan ボリュームのパフォーマンスに
大きな効果を及ぼすことがあります。以下のガイドラインに従ってください。
ドライブキャッシュを有効にする
アレイ内の各ドライブは、RAID コントローラによって実行されるキャッシュに加えて、ドライ
ブレベルで独自のキャッシュを実行してパフォーマンスを向上させることができます。
警告：RAID セットのドライブキャッシュを有効にする場合は、 必ずシステムを UPS に接続し
てください。システムを UPS に接続しないと、電源に障害が発生した場合にキャッシュデー
タが失われることがあります。
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RAID コントローラの書き込みキャッシュを有効にする
RAID コントローラの書き込みキャッシュがないと、関連付けられた LUN へのデータの書き込み
要求は、アレイを構成する物理ディスクにデータが完全に書き込まれるまで終了したとは見なさ
れません。その後はじめて、次の書き込み要求を処理できます。
（これは「ライトスルーキャッ
シュ」と呼ばれることがあります。）

RAID コントローラの書き込みキャッシュを有効にすると、データの書き込み要求は、データが
キャッシュに入った時点で終了したと見なされます。これは「ライトバックキャッシュ」と呼ば
れることがあります。ファイルシステムでは高速なキャッシュメモリに書き込むだけでよく、速
度の遅いディスクドライブを待つ必要がないため、書き込み要求がすばやく処理されます。
メタデータのストレージプールをサポートする RAID コントローラの書き込みキャッシュは、必
ず有効にしてください。
一部の大規模な書き込み要求ではキャッシュに利点があることもありますが、利点がないことも
しばしばあります。ボリュームのメタデータ・ストレージ・プールをデータ・ストレージ・プー
ルとは別個の RAID コントローラに配置することにより、メタデータ用の RAID コントローラで
キャッシュを有効にし、データ用の RAID コントローラではキャッシュを無効にすることができ
ます。
ファイルシステムがこのようにキャッシュに依存している場合は、キャッシュ内のデータが実際
にディスクに書き込まれる前に失われることがないことを保証する必要があります。電源に障害
が発生しても、ディスクに書き込まれたデータは安全ですが、キャッシュ内のデータは安全では
ありません。電源の障害のためにキャッシュデータが失われることがないようにするため、RAID
コントローラのバックアップバッテリーまたは UPS（ Uninterruptible Power Supply ）で RAID
システムを保護してください。
警告：RAID システムでコントローラの書き込みキャッシュを有効にする場合は、必ずシステ
ムにコントローラのバックアップバッテリーを含めるようにし、必要に応じて UPS に接続し
てください。
読み出しプリフェッチを有効にする
読み出しプリフェッチは、たとえばオーディオやビデオのストリーミングなどのように、データ
を連続して読み出す場合に、ファイルシステムの読み出しパフォーマンスを向上させる技術で
す。読み出しプリフェッチを有効にすると、RAID コントローラは、特定のデータブロックの読
み出し要求の後に後続の隣接するデータブロックの要求が続くものと見なします。 RAID コント
ローラは、それらの要求に備えるため、要求されたデータだけでなく後続のデータも読み出して
キャッシュメモリに保存します。次に、データが実際に要求された場合は、速度の遅いディスク
ドライブの代わりに高速なキャッシュから取得します。
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ストレージ・エリア・ネットワークを
設定する

3

この章では、Xsan SAN で共有ボリュームを設定する方法を手順ごと
に説明します。
この章では、SAN ネットワークの接続、RAID アレイ（LUN ）の準備、「Xsan Admin」アプリ
ケーションの使用、新しい SAN の設定、および共有ボリュームの作成方法について説明します。
また、Xsan のリモート管理、 SAN の名称変更、SAN の削除、追加の SAN の設定、および複数
の SAN の管理方法についても説明します。

コンピュータとストレージ装置を接続する
「Xsan Admin 」を開いて SAN を構成する前に、クライアントコンピュータ、コントローラコン
ピュータ、およびストレージ装置を SAN のファイバーチャネル・ネットワークおよび Ethernet
ネットワークに接続する必要があります。お使いのネットワークが 24 ページの
「ファイバーチャ
ネル・ファブリック」および 25 ページの「Ethernet TCP/IP ネットワーク」に示されている要
件を満たしていることを確認してください。

LUN を準備する
新しい RAID システムは、1 つ以上の RAID アレイとして構成済みであることがよくあります。こ
のため、RAID システムには、箱から出してからすぐにほとんどの SAN アプリケーションで使用
できる LUN が備えられている可能性があります。詳しくは、RAID システムのマニュアルを参照
してください。明確で特別な必要がなければ、 LUN に関するほかの準備は必要ありません。
その他の RAID アレイまたはスライスの組み合わせを設定する場合は、作成した LUN を SAN の
ストレージプールに追加する前に、RAID システムに付属の管理アプリケーションを使用してほ
かのアレイを作成します。RAID 方式の選択について詳しくは、30 ページの「LUN の RAID 方式
を選択する」を参照してください。
「ディスクユーティリティ」を使用してフォーマッ
参考：Xsan で使用するアレイやスライスは、
トしないでください。
「Xsan Admin」を使用してアレイやスライスをストレージプールに追加す
「ディスクユー
るときに、LUN のラベル設定および初期化が行われます。ラベルを設定した後で、
ティリティ」を使用して LUN を変更することはできません。
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アレイを同じストレージプールに追加する場合は、必ず同じサイズのアレイを作成してくださ
い。詳しくは、32 ページの「LUN をアフィニティタグに割り当てる」を参照してください。

サーバアシスタントを使用してコントローラを構成する
Mac OS X Server の設定アシスタント「サーバアシスタント」を使用して、サーバを Xsan メタ
データコントローラとして構成できます。
「サーバアシスタント」は、新しいサーバまたは

Mac OS X Server v10.5 Leopard を新規インストールしたサーバの起動時に自動的に起動しま
す。
「サーバアシスタント」を使用してプライマリ・メタデータ・コントローラを設定するとき
は、Xsan のユーザとグループの管理方法を選択できます。

Xsan Admin でユーザとグループを管理する
「サーバアシスタント」を使用してプライマリ・メタデータ・コントローラを設定するときは、

SAN のユーザとグループを「 Xsan Admin」で管理することを選択できます。ディレクトリサー
バをまだ設定しておらず、SAN ユーザの人数が 20 人以下と予想される場合は、このオプション
をお勧めします。これらのユーザには、各自のコンピュータ上にローカル・ホームフォルダ（サー
バ上のネットワーク・ホームフォルダではありません）が作成されます。
重要：ユーザとグループを「Xsan Admin」で管理するオプションは、
「サーバアシスタント」を
使用してプライマリ・メタデータ・コントローラを設定するときにのみ選択できます。「サーバ
アシスタント」でプライマリコントローラを設定した後は、 このオプションを構成できません。
このオプションを選択すると、
「サーバアシスタント」によって、プライマリ・メタデータ・コ
ントローラが Open Directory のマスターとして構成されます。その後、
「 Xsan Admin」によっ
て、スタンバイ・メタデータ・コントローラが Open Directory の複製サーバとして自動的に構
成されます。Open Directory のマスターと複製では、ディレクトリ管理者の名前は「Directory
Administrator」、ユーザ名（ショートネーム）は「diradmin」、初期のパスワードは「サーバア
シスタント」で作成した管理者アカウントのパスワードと同じになります。
「Xsan Admin 」では、自動的に、Xsan 2 がインストールされたクライアントコンピュータが

Xsan プライマリ・メタデータ・コントローラに接続して Open Directory のユーザとグループ
のアカウントを使用するようにも構成されます。 Tiger を搭載したクライアントコンピュータが
ある場合は、各クライアントコンピュータで「ディレクトリアクセス」アプリケーションを使用
して Xsan プライマリコントローラの Open Directory サービスに接続する必要があります。

既存の Open Directory サーバを使用する
既存の Open Directory サーバがある場合は、「サーバアシスタント」を使用して、そのサーバ
からユーザとグループを取得するようにプライマリ・メタデータ・コントローラを構成できます。
その後、SAN を設定するときに、Xsan 設定アシスタントにより、Xsan 2 がインストールされた
スタンバイ・メタデータ・コントローラとクライアントコンピュータが Open Directory サーバ
に接続してユーザとグループを取得するように自動的に構成されます。

40

第3章

ストレージ・エリア・ネットワークを設定する

別のディレクトリサーバを使用する
「サーバアシスタント」を使用してプライマリ・メタデータ・コントローラを設定するときは、設
定の終了後に Active Directory や Open Directory などの既存のディレクトリサーバに接続する
ことも選択できます。この場合は、各メタデータコントローラおよびクライアントコンピュータ
で「ディレクトリユーティリティ」
（「/ アプリケーション / ユーティリティ / 」にあります）を使
用してディレクトリサーバへの接続を構成する必要があります。 Tiger を搭載したクライアント
コンピュータがある場合は、
「ディレクトリアクセス」を使用してディレクトリサーバに接続し
ます。

「Xsan Admin」を使用する
「Xsan Admin 」アプリケーション（「アプリケーション / サーバ /」にインストールされていま
す）を使用して、SAN を設定および管理します。
「Xsan Admin」を使用すると、SAN と同じパブ
リックイントラネットにアクセス可能な任意のコンピュータから Xsan 2 SAN を管理できます。

「Xsan Admin」アプリケーションだけをインストールする
SAN の管理に使用する任意のコンピュータに「Xsan Admin 」をインストールすることができま
す。詳しくは、51 ページの「Xsan 管理用コンピュータを設定する」を参照してください。
ファイアウォールを介して接続する
SAN と「Xsan Admin」を実行するコンピュータの間にファイアウォールが存在する場合は、必
「Xsan Admin」が SAN コンピュータと通信できる
ずファイアウォールのポート 311 を開いて、
ようにしてください。

「Xsan Admin」の環境設定
「Xsan Admin 」を開いて、「Xsan Admin」＞「環境設定」と選択して次の設定を調節します：
Â SAN の状況のリフレッシュ間隔
Â 表示されるログの情報量
Â 検索時にリスト表示するユーザの最大数
ヘルプを参照する
「Xsan Admin 」にはオンスクリーンヘルプが含まれています。
「ヘルプ」メニューを使用するか、
「Xsan Admin 」のダイアログまたはパネルでヘルプボタンをクリックします。

SAN およびボリュームの設定の概要
SAN 上で共有ボリュームを設定するには、次の作業を実行します。

1 ファイバーチャネル・ネットワークを設定する（42 ページ）
2 Ethernet ネットワークを設定する（42 ページ）
3 ネットワーク・タイム・サーバを使用するようにコンピュータを構成する（43 ページ）
4 SAN のユーザとグループを設定する（43 ページ）
5 RAID システムを設定する（ 45 ページ）
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6 メタデータアレイを設定する（45 ページ）
7 SAN コンピュータに Xsan ソフトウェアをインストールする（46 ページ）
8 SAN を構成する（47 ページ）
9 ボリュームを作成する（49 ページ）
10 （オプション）状況通知を設定する（51 ページ）
11 （オプション）フォルダをアフィニティタグに割り当てる（ 51 ページ）
12 （オプション）ユーザとグループのクオータを設定する（51 ページ）

ストレージ・エリア・ネットワーク上で Xsan ボリュームを設定する
手順 1 ：ファイバーチャネル・ネットワークを設定する

m コントローラコンピュータ、クライアントコンピュータ、および RAID ストレージシステムをファ
イバーチャネル・スイッチに接続し、SAN 用のファイバーチャネル・ファブリックを作成しま
す。必ずスイッチを構成して接続を確立し、ファイバーチャネル・ファブリックを作成してくだ
さい。
詳しくは、24 ページの「ファイバーチャネル・ファブリック」のガイドラインおよび要件を参
照してください。
手順 2 ：Ethernet ネットワークを設定する
1 コントローラコンピュータ、クライアントコンピュータ、および RAID システムをパブリックイ
ントラネットおよびインターネットに接続します。

2 パフォーマンスを向上させるためにプライベート・メタデータ・ネットワークを使用する場合は、
その Ethernet スイッチを設定し、SAN コンピュータをスイッチに接続します。
3 クライアントコンピュータおよびコントローラコンピュータでネットワーク設定を構成します。
各コンピュータのパブリック Ethernet ポートについては、TCP/IP 設定を構成できます：

Â 「手入力」：各コンピュータの静的 IP アドレス、サブネットマスク、ルーターアドレス、および
DNS サーバアドレスを入力します。
Â 「DHCP サーバを使用（アドレスは手入力）」
：コンピュータの静的 IP アドレスを入力し、ほかの
TCP/IP 接続設定は DHCP サーバから取得します。
Â 「DHCP サーバを使用」
：クライアントコンピュータの静的 IP アドレスおよびその他の TCP/IP 設
定を DHCP サーバから取得します。
（この構成方法は、メタデータコントローラの設定時には
使用できません。
） DHCP サーバは、各 SAN コンピュータに常に同じ静的 IP アドレスを割り
当てるように構成する必要があります。
プライベート・メタデータ・ネットワークについては、新しいコンピュータまたは Leopard か
Leopard Server を新規インストールしたばかりのコンピュータを設定する場合は、Xsan 設定ア
シスタントを使用してネットワーク設定を構成できます。Xsan設定アシスタントでこのオプショ
ンを選択できるようにするには、プライベート・メタデータ・ネットワークに接続された Ethernet
ポートを構成しないでください：
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Â Leopard を搭載したクライアントコンピュータの場合は、「ネットワーク」環境設定でこの
Ethernet ポートを未構成のままにします。
Â Leopard Server を搭載したメタデータコントローラおよびクライアントの場合は、Mac OS X
Server 設定アシスタントの使用時にこの Ethernet ポートを無効にします。
Xsan 設定アシスタントでは、各コンピュータに利用可能な未構成の Ethernet ポートが 1 つだけ
検出された場合、または各コンピュータに同じ IP サブネットと 255.255.255.0 のサブネットマス
クでプライベート IP アドレスが設定された Ethernet ポートがすでにある場合に、プライベー
ト・メタデータ・ネットワークを構成するかどうかを尋ねられます。

Xsan 設定アシスタントで SAN コンピュータのメタデータネットワーク設定を構成しない場合の
プライベート IP アドレスおよびネットワーク設定については、25 ページの「Ethernet TCP/IP
ネットワーク」を参照してください。
手順 3 ：タイムサーバを使用するように SAN コンピュータを構成する
m SAN 内のすべてのコンピュータでメタデータの時刻が一致するようにするために、すべてのメタ
データコントローラおよびクライアントコンピュータで、
「日付と時刻」環境設定を開き、同じ
ネットワーク・タイム・サーバを選択します。
新しいサーバまたは Leopard Server を新規インストールしたばかりのコンピュータを設定する
場合は、Mac OS X Server 設定アシスタントの「時間帯」パネルでネットワーク・タイム・サー
バを選択できます。
手順 4 ：SAN のユーザとグループを設定する
SAN のユーザとグループは、いくつかの方法で設定できます：

第3章

ストレージ・エリア・ネットワークを設定する

43

m 新しいプライマリ・メタデータ・コントローラまたは Leopard Server を新規インストールしたば
かりのプライマリ・メタデータ・コントローラを設定する場合は、Mac OS X Server 設定アシス
タントの「ユーザとグループ」パネルでオプションを選択します。

Â 「Xsan Admin を使ってユーザとグループを管理」：プライマリ・メタデータ・コントローラ上
にユーザとグループの一元化されたディレクトリを作成する場合は、このオプションを選択し
ます。
重要：このオプションを選択できるのは、プライマリ・メタデータ・コントローラでLeopard

Server を設定している間のみです。 プライマリコントローラで Mac OS X Server 設定アシス
タントを使用した後は、このオプションは構成できません。
後で、
「ユーザアカウントの追加」パネルで、ユーザアカウントを作成するオプションが表示
されます。Mac OS X Server 設定アシスタントでは、アシスタントがプライマリ・メタデー
タ・コントローラ上に作成した Open Directory サーバの LDAP ディレクトリにユーザアカウ
ントが作成されます。設定後は、
「Xsan Admin」を使用して、ユーザやグループを作成また
は削除したり、グループのメンバーシップを変更したりします。 Open Directory サーバにつ
いては、26 ページの「ディレクトリサービス」を参照してください。

Â 「Open Directory サーバから提供される既存のユーザとグループを使用」
：指定した DNS 名ま
たは IP アドレスの Open Directory サーバに接続するようにプライマリ・メタデータ・コント
ローラを構成する場合は、このオプションを選択します。
このオプションを選択した場合は、「Xsan Admin 」によって、Xsan 2 がインストールされた
その他すべての SAN コンピュータがその Open Directory サーバに接続するように自動的に
構成されます。
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Open Directory ドメインを設定する必要がある場合は、Mac OS X Server の「サーバ管理」
アプリケーションを使用できます。設定後は、
「ワークグループマネージャ」を使用してユー
ザとグループを管理します。詳しくは、
「Open Directory の管理」および「ユーザの管理」
（www.apple.com/jp/server/documentation で配布）を参照してください。

Â 「後でディレクトリサーバに接続」：Active Directory など、別のタイプのディレクトリサーバ
がある場合は、このオプションを選択します。
プライマリ・メタデータ・コントローラを設定した後、Leopard または Leopard Server が搭
載された各 SAN コンピュータで「ディレクトリユーティリティ」アプリケーションを使用し
て、
コンピュータをディレクトリサーバに接続します。Mac OS X v10.4 Tiger または Mac OS X
Server v10.4 Tiger が搭載されたクライアントコンピュータの場合は、「ディレクトリアクセ
ス」アプリケーションを使用して、コンピュータをユーザとグループのディレクトリに接続し
ます。

m ディレクトリサービスを使用しない場合は、各 SAN コンピュータで「システム環境設定」を使用
して、同じ一連のユーザとグループを作成する必要があります。
重要：各 SAN コンピュータで個別にユーザとグループを作成する場合は、各ユーザとグループが
SAN 全体でお互いに重複しない数値のユーザ ID（UID ）またはグループ ID（GID）を持ち、すべ
ての SAN ユーザとグループがどの SAN コンピュータでも同じ UID または GID を持つようにして
ください。これを行う 1 つの方法は、オペレーティングシステムを新規インストールした後に、
コンピュータごとにユーザとグループが同じ順序に並んだ同一のリストを作成することです。
手順 5 ：RAID システムを設定する

1 RAID システムに付属のマニュアルの指示に従ってシステムの電源を入れ、ネットワーク、管理、
およびセキュリティ設定を構成します。

2 RAID システムに RAID セットがあらかじめ構成されている場合は、SAN の設定中に自動的に検出
されるので、手順 6 の「メタデータアレイを作成する」は省略できます。構成されていない場合
は、RAID システムに付属の管理ソフトウェアを使用して、任意の RAID 方式に基づくアレイを
作成します。その際、次の手順で説明する独立した小さいメタデータ LUN を作成するために、1
つのシステムにつき 3 台のドライブは未割り当てのままにします。
新しい RAID システムは通常、LUN として使用する準備ができた RAID アレイのセットとしてあ
らかじめ構成されています。ほかの RAID 方式の選択については、30 ページの「LUN の RAID 方
式を選択する」を参照してください。
手順 6 ：メタデータアレイを作成する
10 GB（ギガバイト）のディスク領域があれば、1 千万のファイルが保存されたボリュームのメタ
データを保存できます。そのため、通常、SAN ボリュームのメタデータを保存するためには、2
台のドライブによる RAID 1（ミラー）アレイで十分な領域を確保できます。可用性を保証するた
めにこのアレイに専用のスペアドライブを用意する場合は、SAN メタデータ用に 3 台のドライブ
を使用します。すべての RAID アレイが 4 台以上のドライブで構成されている場合は、これらの
既存のアレイの 1 つを小さいメタデータアレイに変換して、余ったドライブを再使用できます。

1 スペアドライブが3 台ないか、RAIDシステム内のすべてのドライブがすでに RAID アレイに属して
いる場合は、RAID システムの管理アプリケーションを使用して既存のアレイを削除します。
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2 2 台のドライブを使用して新しい RAID 1（ミラー）アレイを作成します。
3 3 台目のドライブをアレイの専用スペアとして割り当てます。
4 元のアレイにドライブが余っている場合は、それを使用して独立したアレイを作成することも、
スペアとして保管しておくこともできます。
最適なパフォーマンスを得るために、メタデータ用の RAID アレイには、ユーザデータ用のアレ
イとは異なる RAID コントローラを使用することをお勧めします。
手順 7 ：Xsan ソフトウェアをクライアントおよびコントローラにインストールする
SAN に接続された各クライアントコンピュータで、Xsan のインストールディスクをセットし、
Xsan ソフトウェアをインストールします。次に、スタンバイ・メタデータ・コントローラとし
て使用するサーバに Xsan ソフトウェアをインストールします。 最後に、プライマリ・メタデー
タ・コントローラとして使用するサーバに Xsan ソフトウェアをインストールします。
参考：
「サーバアシスタント」を使用してサーバをメタデータコントローラとして設定する場合
は、Xsan ソフトウェアをインストールする時点で Xsan のインストールディスクをセットする
ように指示されます。プライマリ・メタデータ・コントローラには、最後に Xsan ソフトウェア
をインストールする必要があります。

Xsan ファイルシステムおよび「Xsan Admin 」アプリケーションをインストールするには：
m Xsan のインストールディスクをセットし、
「Install Xsan.mpkg」アイコンをダブルクリックしま
す。画面に表示される指示に従って Xsan ソフトウェアをインストールします。
新しいメタデータコントローラまたは Leopard Server を新規インストールしたばかりのコント
ローラを設定する場合は、設定アシスタントで、Xsan ソフトウェアをインストールする必要が
あるときに Xsan のインストールディスクをセットするように指示されます。
「Xsan Admin」をインストールせずに、Xsan ファイルシステムだけをインストールするには：

1 Xsan のインストールディスクをセットし、
「Install Xsan.mpkg」アイコンをダブルクリックしま
す。画面に表示される指示に従ってカスタムインストールのパネルまで進みます。
新しいメタデータコントローラまたは Leopard Server を新規インストールしたばかりのコント
ローラを設定する場合は、設定アシスタントで、Xsan ソフトウェアをインストールする必要が
あるときに Xsan のインストールディスクをセットするように指示されます。

2 カスタムインストールのパネルで、「Xsan Admin」の選択を解除し、「続ける」をクリックしま
す。画面に表示される指示に従って残りの手順を実行し、Xsan ファイルシステムだけをインス
トールします。
キーボードとディスプレイのないコンピュータに Xsan ソフトウェアをインストールするには：

1 キーボードとディスプレイのないコンピュータに Xsan のインストールディスクをセット
します。

2 キーボードとディスプレイのないコンピュータにログインします。
「移動」
＞「サーバへ接続」
と選択し、
「サーバアドレス」フィールドに「vnc://address」
3 「Finder」で、
と入力します。address の部分には、接続先のコンピュータの IP アドレスまたは DNS 名を指定
します。
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4 「接続」をクリックし、接続先のコンピュータの管理者アカウントの名前とパスワードを入力し
ます。

5 画面共有ウインドウで、Xsan のインストールディスクのアイコンを開き、
「Xsan.mpkg 」アイコ
ンをダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。

Xsan ファイルシステムだけをインストールしたい場合は、カスタムインストールのパネルで
「Xsan Admin 」の選択を解除します。
「Apple Remote Desktop 」アプリケーション（別途購入できます）を使用して、一度に複数のリ
「Apple Remote
モートコンピュータに Xsan ソフトウェアをインストールすることもできます。
Desktop」について詳しくは、www.apple.com/jp/remotedesktop を参照してください。
コマンドラインから
「ターミナル」でコマンドラインツールを使って Xsan ソフトウェアをインストールする方法につ
いては、120 ページの「コマンドラインから Xsan をインストールする」を参照してください。
手順 8 ：SAN を構成する
「Xsan Admin 」を使用して SAN を構成します。 コンピュータではじめて「Xsan Admin」を使
用するときは、自動的に Xsan 設定アシスタントが起動します。

1 「Xsan Admin 」（「/ アプリケーション / サーバ /」にあります）を開きます。
プライマリ・メタデータ・コントローラのコンピュータで Xsan ソフトウェアのインストールを
終えると、
「 Xsan Admin」が自動的に開きます。
イントラネットまたはインターネット経由で SAN コンピュータに接続できる任意のコンピュー
（ SAN のプライベート・メタデータ・ネットワー
タで「Xsan Admin 」を開くこともできます。
クまたはファイバーチャネル・ネットワークに接続されていないコンピュータで「Xsan Admin 」
を使用できます。
）

2 「はじめに」パネルで、「続ける」をクリックします。
3 「SAN の初期設定」パネルで、「新規 SAN を構成」を選択します。
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既存の SAN に接続する方法については、 52 ページの「複数の SAN を管理する」を参照してく
ださい。

4 「SAN の設定」パネルで、SAN の名前を入力し、SAN 管理者の名前とメールアドレスを入力します。
5 「コンピュータの追加」パネルで、SAN に含めたいコンピュータがすべて選択されていることを
確認します。
含めたいコンピュータがリストに表示されない場合は、そのコンピュータに Xsan がインストー
ルされていること、そのコンピュータがプライベートメタデータ Ethernet ネットワークに接続
されていること、およびコンピュータの「ネットワーク」環境設定のネットワーク設定を確認し
てください。
「リモートコンピュータを追加」をクリックしてコンピュータのアドレスを入力し
てみることもできます。

6 「SAN コンピュータを認証」パネルで、SAN コンピュータの認証情報を提供する方法を選択します：
Â 「すべての SAN コンピュータに同じ認証情報を使用」
：このパネルに入力した管理者名とアドレ
スを使って「Xsan Admin」ですべてのコンピュータを認証する場合は、このオプションを選
択します。

Â 「SAN コンピュータを個別に認証」：各コンピュータを個別に認証する場合は、このオプション
を選択します。

7 「シリアル番号」パネルで、Xsan のシリアル番号を入力します。
「シリアル番号を追加」をクリックして番号を入力するか、シリアル番号を含むテキストファイ
ルをリストにドラッグすることができます。

8 「メタデータコントローラを選択」パネルで、プライマリコントローラとスタンバイコントロー
ラのみを選択します。リストに表示される、クライアントとしてのみ使用しているコンピュータ
の選択をすべて解除します。

9 「プライベート・メタデータ・ネットワーク」 パネルが表示された場合は、すべての SAN コン
ピュータのプライベート・ネットワーク・アドレスを「Xsan Admin 」で管理することを選択で
きます。

10 SAN ネットワークのパネルが表示された場合は、「メタデータネットワーク」ポップアップメ
ニューからプライベートネットワークを選択します。
前の手順でプライベート・ネットワーク・アドレスを「Xsan Admin 」で管理することを選択し
た場合、SAN ネットワークのパネルは表示されません。

11 「概要」パネルを確認します。すべての設定が正しければ、「続ける」をクリックします。
設定を変更するには、設定を訂正できるパネルが表示されるまで「戻る」をクリックします。次
に、
「概要」パネルに戻るまで「続ける」をクリックします。
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手順 9 ：ボリュームを作成する
Xsan 設定アシスタントで SAN の基本構成を設定し終えると、ボリュームを設定するかどうかを
尋ねられます。

「今すぐボリュームを作成」を選択し、
「 続ける」
をクリックします。
1 「ボリュームを作成」パネルで、
後でボリュームを設定したい場合は、58 ページの「SAN にボリュームを追加する」の手順に従っ
てください。

2 「ボリュームの名前とタイプ」パネルで、ボリュームの名前を入力し、ボリュームの使用目的に
応じたボリュームタイプを選択します。必要に応じて、「詳細設定」をクリックします。
ボリューム名には、大文字（A 〜 Z）、小文字（a 〜 z）
、数字（0 〜 9）
、およびアンダースコア
（_）だけを使用します。スペースまたはハイフンは使用しないでください。最大の長さは、70
文字です。
選択するボリュームタイプによって、ボリュームでのアフィニティタグおよびストレージプール
の構成方法が決まります。詳しくは、16 ページの「Xsan ストレージの構成」を参照してください。
「詳細設定」をクリックした場合は、次のボリューム設定を調整できます。

Â 「ブロック割り当てサイズ」：適切な値が分からない場合は、あらかじめ設定されているサイズ
を使用するか、62 ページの「ブロック割り当てサイズを設定する」を参照してください。
：ボリュームに属するストレージプール間でファイルのストレージを割り当て
Â 「割り当て方式」
る方法を選択します。
「ラウンドロビン」を選択した場合は、領域に関するそれぞれの新しい
要求は次の使用可能なストレージプールに順に割り当てられます。
「フィル」を選択した場合
は、最初のストレージプールにすべての領域が割り当てられ、そのプールがいっぱいになると

2 番目のストレージプールに割り当てられ、以後同様に繰り返されます。「バランス」を選択
した場合は、空き領域が最も多いストレージプールに領域が割り当てられます。詳しくは、

34 ページの「割り当て方式を選択する」を参照してください。
：Macintosh クライアントが Spotlight を使用してボリュームの内容を検索できる
Â 「Spotlight」
ようにしたい場合は、これを有効にします。
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Â 「アクセス制御リスト」：「Xsan Admin」のアクセス制御リストを使用してボリュームとその
内容へのアクセスを制御する場合は、このオプションを有効のままにします。

Â 「Windows ID マッピング」：Windows クライアントを SAN で使用する場合は、このボリュー
ムにアクセスするために Xsan 互換のユーザ ID とグループ ID が必要になるので、ユーザとグ
ループの情報をそれらにマップする方法を選択します。詳しくは、84 ページの「Windows の
ユーザ ID とグループ ID をマップする」を参照してください。
3 「ボリュームのアフィニティを構成」パネル（または、独自のボリュームタイプを構成する場合
は「ボリュームストレージを構成」パネル）で、LUN を左側の列から右側の列の対応するアフィ
ニティタグ（または独自のストレージプール）にドラッグします。

a 手順 6 の「メタデータアレイを作成する」で作成した特殊なメタデータ LUN は、
「MetadataAndJournal」アフィニティタグ（または独自のストレージプール）にドラッグし
ます。

b その他の LUN は、ほかのアフィニティタグ（またはストレージプール）にドラッグします。ス
トレージを無駄にしないようにするには、アフィニティタグ（またはストレージプール）に割
り当てる LUN のサイズをすべて同じにしてください。
c 操作を終了したら、「続ける」をクリックします。
アフィニティタグに割り当てる LUN の最適な数については、32 ページの「LUN をアフィニティ
タグに割り当てる」を参照してください。
アフィニティタグを選択して「設定」をクリックし、アフィニティタグの名前や、以下に示すそ
の他の設定を変更することができます。独自のボリュームを作成する場合は、そのボリュームを
選択して「ストレージプール設定」をクリックし、ストレージプールの名前や、下にリストされ
るほかの設定を変更することができます。

Â 「アフィニティタグ」
（または「ストレージプール名」
）
：アフィニティタグ（または独自のスト
レージプール）の名前を入力します。名前を入力しても「OK 」ボタンが使用不可になってい
る場合、その名前は予約されているので別の名前を入力してください。予約されている名前の
リストについては、第 8 章を参照してください。

Â 「用途」
：このアフィニティタグが割り当てられたストレージプール（または独自のストレージ
プール）に保存できるデータのタイプを選択します。

Â 「ストライプ幅」：このアフィニティタグが割り当てられたストレージプール（または独自のス
トレージプール）内で、次のLUN に移るまでに各 LUN で読み書きされるデータ量を指定しま
す。この値はパフォーマンスに影響を与える可能性があります。適切な値が分からない場合
は、あらかじめ設定されている値を使用するか、66 ページの「ストレージプールのストライ
プ幅を設定する」を参照してください。

4 「ボリュームフェイルオーバー優先順位」パネルが表示された場合は、各 SAN ボリュームのフェ
イルオーバー優先順位リストで最初のメタデータコントローラができるだけ重ならないように
リストを調整して、「続ける」をクリックします。

5 「設定を完了しました」パネルで、「続ける」をクリックします。
SAN 構成の概要が表示され、すべてのクライアントおよびメタデータコントローラに新しいボ
リュームがマウントされて、「Finder」で使用できる準備が整います。
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追加のボリュームを作成する方法については、 58 ページの「SAN にボリュームを追加する」を
参照してください。
（オプション）SAN の状況通知をカスタマイズする
手順 10：
Xsan は、SAN の状況が変化すると管理者にメールで通知するように初期設定されています。 追
加のメールアドレスまたはテキストメッセージのアドレスに通知を送信することができます。ま
た、各アドレスへの通知を行う条件を選択することもできます。今すぐに通知をカスタマイズし
ない場合は、後でカスタマイズできます。具体的な手順については、105 ページの「状況通知を
設定する」を参照してください。
（オプション）フォルダをアフィニティタグに割り当てる
手順 11：
ファイルを特定のストレージプールに保存したい場合は、そのプールのアフィニティタグをフォ
ルダに割り当てます。これで、ユーザがそのフォルダに置いたファイルは必ず、同じアフィニ
ティタグが割り当てられたストレージプールに保存されます。具体的な手順については、59 ペー
ジの「フォルダアフィニティを設定する」を参照してください。
手順 12 ：
（オプション）ユーザとグループのクオータを設定する
クオータを設定して、各ユーザまたはグループが使用する各 SAN ボリュームの領域を制御でき
ます。具体的な手順については、85 ページの「SAN ユーザとグループのクオータを設定する」
を参照してください。

Xsan 管理用コンピュータを設定する
Mac OS X v10.5 Leopard または Mac OS X Server v10.5 Leopard を搭載した任意のコンピュー
タに「Xsan Admin 」アプリケーションをインストールして、Xsan 2 SAN をリモートで管理で
きます。管理用コンピュータは、パブリックイントラネットまたはインターネット経由ですべて
の SAN コンピュータに接続できる必要があります。 SAN のプライベート・メタデータ・ネット
ワークや SAN のファイバーチャネル・ネットワークに接続できる必要はありません。
「Xsan Admin」アプリケーションだけをインストールするには：
m Xsan のインストールディスクをセットし、「Other Installs」フォルダを開いて
「XsanAdmin.mpkg」アイコンをダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。
「Xsan Admin 」を使って SAN をリモート管理する方法については、 52 ページの「複数の SAN
を管理する」を参照してください。

SAN の名前を変更する
SAN の名前は、「Xsan Admin 」の「概要」パネルに表示されます。SAN の初期名は、SAN の設
定時に設定されます。この名前は、「Xsan Admin 」を使用して変更できます。
SAN の名前を変更するには：

1

「Xsan Admin 」
（
「 / アプリケーション / サーバ /」にあります）を開き、
「概要」をクリックします。

2 アクション（ギア）ポップアップメニューから「SAN のプロパティを編集」を選択します。
3 「SAN 名」フィールドに名前を入力して、「保存」をクリックします。
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SAN を取り除く
SAN のメタデータコントローラ、クライアント、およびボリュームを取り除いてサービスを停止
する場合は、次の手順に従ってください。
警告：SAN を取り除くと、そのボリュームが破棄されます。ボリュームに保存されていた
データは使用できなくなります。

SAN を取り除くには：
1 SAN ボリュームに保存されているファイルを、SAN を取り除いた後も使用したい場合は、ファイ
ルのバックアップを作成します。

2 「Xsan Admin 」
（
「 / アプリケーション / サーバ /」にあります）を開き、
「概要」をクリックします。
3 アクション（ギア）ポップアップメニューから「SAN を破棄」を選択します。

複数の SAN を管理する
「Xsan Admin 」を使用して、複数の Xsan 2 SAN を管理できます。
「Xsan Admin 」がインストー
ルされたコンピュータは、パブリックイントラネットまたはインターネット経由で SAN コン
ピュータに接続できる必要があります。SAN のプライベート・メタデータ・ネットワークやファ
イバーチャネル・ネットワークに接続できる必要はありません。
別の SAN を管理するには：
1 「Xsan Admin 」を開いて、「ファイル」＞「新規」と選択します。

2 「はじめに」パネルで、「続ける」をクリックします。
3 「既存の SAN に接続」を選択し、「続ける」をクリックして、画面に表示される指示に従います。

追加の SAN を設定する
「Xsan Admin 」を使用して、複数の SAN を設定できます。
新しい SAN を追加するには：

1 この章の前述の手順に従って、ハードウェアの設置、Ethernet およびファイバーチャネル・ネッ
トワークへの接続、クライアントコンピュータの設定、スタンバイ・メタデータ・コントローラ
の設定（使用する場合）
、RAID システムの設定、メタデータアレイの作成、およびプライマリ・
メタデータ・コントローラの設定を行います。
はじめて SAN を設定する場合は、第 2 章に記載されている計画のガイドラインと、この章の最
初に記載されている詳しい手順を参照してください。

2 新しい SAN の設定と管理に使用するコンピュータで「Xsan Admin」を開きます。
3 「ファイル」＞「新規」と選択し、 47 ページの「SAN を構成する」の指示に従います。
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Xsan Admin および関連コマンドラインツールを使用して、SAN ボ
リュームを拡張、追加、変更、確認、および復元できます。
この章では、既存の Xsan ボリュームを拡張して空き領域を増やす方法について説明します。 ま
た、ボリュームとストレージプールの設定について、およびボリューム整合性と断片化の問題を
確認および解消する方法についても説明します。

ストレージを追加する
SAN のストレージを増やすには、次の方法があります：

Â 既存のストレージプールに LUN を追加する
Â 既存のボリュームにストレージプールを追加する
Â 新しいボリュームを追加する
LUN をストレージプールに追加すると、既存のボリュームのサイズが増え、クライアントとスト
レージ間の RAID コントローラおよびデータパスの数が増えることから、パフォーマンスが向上
「Xsan Admin 」によってボリュームが停止され、
します。拡張の際、新しい LUN の追加時は、
クライアントからマウント解除されます。
ボリュームにストレージプール全体を追加することによって利用可能な領域を増やすこともで
きます。この場合も、
「Xsan Admin」によってボリュームが停止され、クライアントからマウン
ト解除されます。
カスタムのボリュームタイプに基づいてボリュームを作成した場合は、ストレージプールを直接
操作します。一方、Xsan に用意されているボリュームタイプ（
「一般のファイルサーバ」
、
「カレ
ンダー・サーバ・クラスタ」など）を使用してボリュームを作成した場合は、ストレージプール
を直接には操作しません。代わりに、1 つ以上のストレージプールを表すアフィニティタグを操
作します。
「 Xsan Admin」では、選択したボリュームタイプのパフォーマンス要件に基づいて、
使用可能な LUN がストレージプールに自動的にまとめられます。
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LUN を準備する
Xsan ボリューム内の各 LUN は RAID アレイです。アレイを設定する方法は、使用しているスト
レージ装置によって異なります。
新しい RAID システムを SAN に追加する場合、それらのシステムは箱から出したままの状態で
すぐに使用できる場合があります。多くの RAID システムは 1 以上の RAID アレイとして出荷時
に構成済みであり、各アレイは使用可能な LUN として Xsan の設定アシスタントに表示されます。

SAN 用に別の LUN セットを作成するには、RAID システムに付属のアプリケーションを使用し
て、別の RAID 方式に基づいた LUN やアレイストライプに基づいた LUN などを作成します。

LUN に属するドライブモジュールを見つける
LUN にどのドライブモジュールが属しているかを確認するときは、
「 Xsan Admin」を使って、そ
の LUN を管理している RAID システムのドライブ動作ランプを点灯させます。

選択した LUN の
ドライブランプ
を点灯させると
きにクリックし
ます

LUN のドライブを見つけるには：
m 「Xsan Admin 」で、
「SAN アセット」リストから LUN を選択し、LUN のリストから特定の LUN を
選択して、ウインドウの右下隅にある「RAID ランプを使って LUN を識別します」ボタンをク
リックします。
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ストレージプールに LUN を追加する
SAN ボリュームのサイズを増やすには、そのボリューム内のストレージプールに LUN（RAID ア
レイまたはアレイスライス）を追加します。内蔵のボリュームタイプに基づいたボリュームを拡
張する場合は、LUN をアフィニティタグに追加します。これにより、「Xsan Admin 」によって、
基になるストレージプールにその LUN が割り当てられます。カスタムボリュームを拡張する場
合は、LUN をストレージプールに直接追加します。
参考：1 つのストレージプールに 32 を超える LUN を含めることはできず、ボリューム内の LUN
の総数は 512 以下にする必要があります。また、ジャーナルデータやメタデータだけを含むスト
レージプールに LUN を追加することはできません。
互換性がある LUN を選択する
既存のストレージプールに追加する LUN は、プール内にすでにあるその他の LUN と同じサイズ
以上にする必要があります。ただし、新しい LUN がプール内のその他の LUN より大きい場合、
その余分の容量は使用できません。そのため、ストレージプール内の既存の LUN には、常に、パ
フォーマンスと容量がまったく同じかほぼ同じ LUN を追加するようにしてください。同一のス
トレージプール内でサイズまたは速度が異なる LUN が混在すると、容量が浪費されて、パフォー
マンスが低下する可能性があります。

アクションメニュー
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ストレージプールに LUN を追加するには：
1 LUN を管理する RAID システムをまだ SAN のファイバーチャネル・ネットワークに接続していな
い場合は、接続して装置の電源を入れます。

2 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択します。
3 リストからボリュームを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「ボリュームを
拡張」を選択します。

4 アシスタントの「LUN のラベルを設定」パネルで、ラベルが設定されていないすべての LUN に、
個々にラベルを設定するか、ラベルプレフィックスに基づいて連番を使ってラベルを設定するか
を選択します。
ラベルプレフィックスを使用する場合は、プレフィックスの末尾に番号を割り当てることによっ
て各 LUN のラベルが作成されます。たとえば、プレフィックスを「LUN 」にした場合、LUN の
、
「LUN2 」などのようになります。すでにラベルが設定された LUN には影響
ラベルは「LUN1 」
しません。

LUN のラベルを個別に設定する場合は、次のパネルで「LUN のラベルを編集」をクリックし、新
しいラベルを入力します。
ラベルがすでに設定されている LUN は変更されません。

5 「ボリュームストレージを構成」パネルで、新しい LUN をアフィニティタグ（カスタムボリュー
ムの場合はストレージプール）にドラッグします。

6 「続ける」をクリックしてボリュームをマウント解除および停止し、新しいストレージを追加し
て、拡張したボリュームを再マウントします。
コマンドラインから
関連するボリュームの構成ファイルを変更し、「ターミナル」で cvlabel コマンドを使用するこ
とで、ストレージプールに LUN を追加することもできます。詳しくは、cvfs_config および
cvlabel のマニュアルページ（man で表示）か、131 ページの「Xsan の構成ファイル 」および

126 ページの「LUN のラベル設定、リスト表示、およびラベル設定解除（cvlabel）」を参照して
ください。

ファイバーチャネル接続を再配置する
SAN に LUN を追加する際にファイバーチャネル接続の再配置が必要な場合は、常に、ファイバー
チャネル・ケーブルを取り外したりファイバーチャネル・スイッチの電源を切ったりする前に、

SAN ボリュームをクライアントからマウント解除してください。クライアントとマウントしたボ
リューム間のファイバーチャネル接続を切断したり遮断したりすると、ボリュームを使用してい
るアプリケーションで問題が発生し、ボリュームを再マウントすることが難しくなることがあり
ます。
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ボリュームにストレージプールを追加する
ボリュームにストレージプールを追加することで、 SAN ボリュームに空き容量を追加できます。
内蔵のボリュームタイプに基づくボリュームを拡張する場合は、新しいアフィニティタグを作成
して、そのアフィニティタグに LUN を追加します。これにより、「Xsan Admin 」によって自動
的に、新しいストレージプールが作成され、そのタグに割り当てられます。
カスタムボリュームを拡張する場合は、直接、新しいストレージプールを作成し、そこに LUN
を追加します。
ストレージプールを追加するには：

1 必要に応じて、ストレージプールの LUN を管理する RAID システムを SAN のファイバーチャネル・
ネットワークに接続して装置の電源を入れます。

2 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択します。
3 リストからボリュームを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「ボリュームを
拡張」を選択します。

4 アシスタントの「LUN のラベルを設定」パネルで、ラベルが設定されていないすべての LUN に、
個々にラベルを設定するか、ラベルプレフィックスに基づいて連番を使ってラベルを設定するか
を選択します。
ラベルプレフィックスを使用する場合は、プレフィックスの末尾に番号を割り当てることによっ
て各 LUN のラベルが作成されます。たとえば、プレフィックスを「LUN 」にした場合、LUN の
ラベルは「LUN1 」
、
「LUN2 」などのようになります。すでにラベルが設定された LUN には影響
しません。

LUN のラベルを個別に設定する場合は、次のパネルで「LUN のラベルを編集」をクリックし、新
しいラベルを入力します。

5 「ボリュームストレージを構成」パネルで、
「新規アフィニティタグ」
（または「新規プール」）を
クリックしてアフィニティタグ（またはストレージプール）を追加し、LUN を新しいタグ（また
はプール）にドラッグします。

6 「続ける」をクリックしてボリュームをマウント解除および停止し、新しいストレージを追加し
て、拡張したボリュームを再マウントします。
コマンドラインから
関連するボリュームの構成ファイルを「ターミナル」で変更することで、ストレージプールを追
加することもできます。詳しくは、cvfs_config のマニュアルページ（man で表示）または

131 ページの「Xsan の構成ファイル 」を参照してください。
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SAN にボリュームを追加する
1 つの Xsan SAN で、複数のボリュームへのアクセスを提供できます。

現在のボリュームを表示
するときに選択します。

新しいボリューム
を追加するときに
クリックします。

ボリュームを追加するには：

1 「Xsan Admin」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、ボリュームの追加
（＋）ボタンをクリックします。

2 アシスタントの「ボリュームの名前とタイプ」パネルで、ボリュームの名前を入力し、ボリュー
ムの使用目的に応じたボリュームタイプを選択します。それに応じて、基になるボリューム設定
が自動的に設定されます。

3 「ボリュームのアフィニティを構成」パネル（カスタムのボリュームタイプの場合は「ボリュー
ムストレージを構成」パネル）で、LUN をアフィニティタグ（またはストレージプール）にド
ラッグします。

4 「ボリュームフェイルオーバー優先順位」パネルで、ボリュームの管理に可能な限り使用したい
コントローラをリストの一番上にドラッグします。ほかのコントローラを優先順位の高い順に並
べ替えます。
詳細設定については、61 ページの「ボリュームの詳細設定を変更する」または 65 ページの「ス
トレージプールの設定を変更する」を参照してください。
完了すると、ボリュームがすべての SAN クライアントに自動的にマウントされます。
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コマンドラインから
構成ファイルを設定することで、ボリュームを追加することもできます。詳しくは、cvfs_config
のマニュアルページ（man で表示）または 131 ページの「Xsan の構成ファイル」を参照してく
ださい。

フォルダアフィニティを設定する
ボリューム内の各ストレージプールにはアフィニティタグが設定されます。このタグを使用し
て、特定のフォルダ内のファイルが特定のストレージプールに保存されるようにすることができ
ます。アフィニティのないフォルダに置かれたファイルは、ボリュームの割り当て方式に応じて
次に使用可能なストレージプールに保存されます。
ストレージプールごとに、サイズ、速度、または保護レベルが異なる場合があります。アフィニ
ティを使用すると、速度または特別な保護を必要とするアプリケーションまたはタスクでファイ
ルを確実に適切なストレージプールに保存できます。
「Xsan Admin 」を使用して、既存のフォルダのアフィニティを選択したり、アフィニティのある
新しいフォルダを作成したりできます。

アクション・
ポップアップ・
メニュー

フォルダにアフィニティタグを割り当てるには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ファイル管理」を選択します。
2 ボリュームの内容がリスト表示された列でフォルダを選択し、アクション（ギア）ポップアップ
メニューから「アフィニティを設定」を選択して、アフィニティタグを選択します。
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フォルダがまだない場合は、アクション（ギア）ポップアップメニューから「新規フォルダ」を
選択し、フォルダ名を入力して、アフィニティタグを選択できます。
コマンドラインから
「ターミナル」で cvmkdir コマンドを使用して、フォルダにアフィニティを割り当てることもで
きます。
詳しくは、cvmkdir のマニュアルページ（man で表示）を参照してください。

フォルダのストレージ・プール・アフィニティを変更する
「Xsan Admin 」を使用して、フォルダのアフィニティを変更できます。これにより、そのフォル
ダに置かれた新しいファイルはすべて、新しいストレージプールに保存されるようになります。
フォルダのアフィニティを変更するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ファイル管理」を選択します。
2 フォルダを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「アフィニティを設定」を選
択して、新しいアフィニティタグを選択します。

3 「OK 」をクリックします。
すでにフォルダ内にあるファイルは、自動的には新しいストレージプールに移動されません。
フォルダ内の既存のファイルを、新しいアフィニティタグを割り当てたストレージプールに移動
する場合は、「ターミナル」で snfsdefrag コマンドを使用します。コマンドの説明と使用例に
ついては、snfsdefrag のマニュアルページ（ man で表示）を参照してください。

アフィニティを取り除く
フォルダのアフィニティとして「なし」を選択することによって、フォルダのストレージ・プー
ル・アフィニティを取り消すことができます。
フォルダからアフィニティタグを取り除くには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ファイル管理」を選択します。
2 フォルダを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「アフィニティを設定」を選
択して、アフィニティタグを「なし」に選択します。
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ボリュームの詳細設定を変更する
SAN ボリュームに特別な構成要件がある場合は、ボリュームの作成時に、標準のボリューム設定
を変更できます。既存のボリュームでも、ボリューム名とブロック割り当てサイズを除いて、こ
れらの設定を変更できます。
参考：ボリュームの名前またはブロック割り当てサイズを変更するには、ボリュームを破棄して
再作成する必要があります。

ボリュームの設定を表示または変更するには：

m 「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、リストでボリュームを選択して、アクショ
ン（ギア）ポップアップメニューから「ボリューム設定を編集」を選択します。
以下のセクションでは、各設定について説明します。

第4章

SAN ストレージを管理する

61

ブロック割り当てサイズを設定する
Xsan では、ボリュームのブロック割り当てサイズとストレージプールのストライプ幅によって、
データをボリュームに書き込む方法が決定されます。内蔵のボリュームタイプ（「一般のファイ
ルサーバ」、
「カレンダー・サーバ・クラスタ」など）に基づいてボリュームを作成した場合は、
「Xsan Admin 」によって最適な値が自動的に設定されます。ほとんどのボリュームでは、あらか
じめ設定されたボリュームのブロック割り当てサイズとストレージプールのストライプ幅で良
好なパフォーマンスが得られます。ただし、場合によっては、特定のアプリケーションに合わせ
てこれらの設定を調整することで、読み書きのパフォーマンスを向上できることがあります。た
とえば、小さいデータブロックを読み書きするアプリケーションがある場合は、それに応じた小
さいブロック割り当てサイズを選択することで、パフォーマンスを向上できることがあります。
アプリケーションが 16 KB のデータブロックを読み書きする場合は、ブロック割り当てサイズを
16 KB に設定してみてから、 次の式を使って、それに対応したボリュームのストレージプールの
ストライプ幅を計算できます：
ストライプ幅＝（転送サイズ／ LUN 数）／ブロック割り当てサイズ
この式では、ストライプ幅はブロック単位、転送サイズとブロック割り当てサイズはバイト単位
になります。

Mac OS X または Mac OS X Server を実行するコンピュータでは、最適な転送サイズは 1 MB で
す。この例で、ボリュームのデータ・ストレージ・プールに 4 つの LUN がある場合、計算は次
のようになります：
ストライプ幅＝ (1048576 / 4) / 16384
この計算では、ストライプ幅は 16 になります。
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ボリュームの割り当て方式を変更する
ボリュームの割り当て方式を変更して、新しいファイルを保存するためのストレージまたは既存
のファイルを保存するための追加のストレージが、ボリュームに属するストレージプールでどの
ように割り当てられるかを選択できます。

Â 「ラウンドロビン」：領域の要求が発生するたびに、ボリューム内の利用可能なストレージプー
ルに順番に領域が割り当てられます。

Â 「フィル」：すべてのデータが最初のストレージプールに保存されます。最初のストレージプー
ルがいっぱいになると、次のストレージプールに保存され、以後同様に繰り返されます。

Â 「バランス」：新しいデータは、空き領域の最も多いストレージプールに書き込まれます。
ボリュームで Spotlight を有効にする／無効にする
「Xsan Admin 」を使用して、ボリュームで索引を作成して Spotlight で検索可能にするかどうか
を制御できます。
ボリュームで Spotlight の有効／無効を切り替えるには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択します。

2 ボリュームを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「ボリューム設定を編集」
を選択します。

3 「Spotlight」チェックボックスを選択または選択解除して、「OK」をクリックします。
アクセス制御リストを有効または無効にする
「Xsan Admin 」を使用して、Xsan ファイルシステムが特定のボリュームのアクセス制御リスト
（ACL ）を使用するかどうかを指定できます。

Xsan 2 クライアント、Xsan 1.4 クライアント、および Windows StorNext クライアントは ACL
を認識します。UNIX クライアントは、Xsan ボリュームの ACL を無視します。Windows クライ
アントと Xsan クライアントが混在している場合は、プライマリ・ドメイン・コントローラ（PDC ）
として構成された Open Directory または Windows Active Directory のいずれかによって提供
される同じディレクトリドメインに、すべてのクライアントがバインドされている必要がありま
す。
参考：ACL を有効にしたときに、ACL に対応していないクライアントが SAN に含まれる場合は、
これらのクライアントを使ってファイルまたはフォルダの所有権情報を変更しないでください。
整合性が失われる可能性があります。

ACL を有効または無効にするには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択します。

2 ボリュームを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「ボリューム設定を編集」
を選択します。

3 「アクセス制御リスト」チェックボックスを選択または選択解除して、「OK」をクリックします。
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Windows ID マッピングを変更する
SAN に Windows クライアントが含まれる場合は、この設定によって、このボリュームにアクセ
スするために必要な Xsan 互換のユーザ ID とグループ ID にユーザとグループ情報をマップする
方法が決まります。詳しくは、84 ページの「Windows のユーザ ID とグループ ID をマップす
る」を参照してください。

割り当てとキャッシュの詳細設定を変更する
ファイルサイズ拡大時の領域の割り当てとファイル関連のデータ構造のキャッシュを制御する
ボリューム設定は、設定したボリュームのタイプに合わせて自動的に設定されます。必要に応じ
て、
「Xsan Admin」を使用して、ボリュームでのこれらの割り当ておよびキャッシュの詳細設定
を調整できます。
重要：ボリュームのパフォーマンスに対するこれらの設定の役割を理解していない限り、または
アップルのサポート担当者から変更の指示がない限り、これらの設定は調整しないでください。
ボリュームの設定を変更するには：

m 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、ボリュームを選択し
て、アクション（ギア）ポップアップメニューから「ボリューム設定を編集」を選択します。
「ファイル拡張の最小サイズ」
：最初の拡張要求時にファイルに追加されるストレージブロック
数。
「ファイル拡張の増分サイズ」
：2 回目以降の拡張要求時に要求のたびに増分されるストレージブ
ロック数。
「ファイル拡張の最大サイズ」
：許容される拡張要求の最大サイズ。
「i ノードキャッシュのサイズ」
：メタデータコントローラによってボリュームにキャッシュ可能
な i ノードデータ構造の最大数。
「バッファキャッシュのサイズ」
：メタデータコントローラでボリュームのメタデータを保存する
ために割り当て可能なメモリサイズ。
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ボリュームの名前を変更する
ボリュームの名前を変更するには、新しい名前を使ってボリュームを再初期化する必要がありま
す。
「 Finder 」を使って Xsan ボリュームの名前を変更することはできません。
警告：ボリュームを再初期化すると、ボリュームに保存されている情報はすべて失われます。
ボリュームの名前を変更するには：

m 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、ボリュームを選択し
て、アクション（ギア）ポップアップメニューから「ボリュームを再初期化」を選択します。

ストレージプールの設定を変更する
SAN 設定アシスタントでは、作成するボリュームのタイプに基づいて、適切なストレージプール
設定が選択されます。ストレージプール設定を手動で指定する場合は、ボリュームの作成時に

SAN 設定アシスタントの「ボリュームのアフィニティを構成」パネルでアフィニティタグまたは
ストレージプールを選択し、リストの下にある「設定」ボタンをクリックします。
ボリュームを構成するストレージプールの設定を含め、SAN を設定する最善の方法は、設定する
前に SAN の編成を慎重に計画することです。既存のボリュームのストレージプール設定を変更
するには、ボリュームを破棄して再作成する必要があります。

アフィニティタグのデータ・タイプを選択する
「用途」設定によって、特定のストレージプールまたは対応するアフィニティタグが割り当てら
れたストレージプールに保存できるデータのタイプを指定できます。
ストレージプールのデータ・タイプを設定するには：

m データ・タイプは、ストレージプール（またはアフィニティタグ）の作成時に設定する必要があ
ります。既存のプールでは変更できません。データ・タイプを設定するには、設定アシスタント
で最初にプールを追加するときに、「ボリュームのアフィニティを構成」パネルで「設定」
（また
は「プールの設定」
）ボタンをクリックします。 アフィニティタグ（または独自のストレージプー
ル）の名前を入力します。名前を入力しても「OK 」ボタンが使用不可になっている場合、その
名前は予約されているので別の名前を入力してください。予約されている名前のリストについて
は、第 8 章を参照してください。
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ストレージプールのストライプ幅を設定する
Xsan では、ストレージプールのストライプ幅とボリュームのブロック割り当てサイズの両方を
使用して、データをボリュームに書き込む方法が決定されます。ほとんどの SAN では、ストレー
ジプールのストライプ幅およびボリュームのブロック割り当てサイズのデフォルト値を使用す
ると、良好なパフォーマンスが得られます。ただし、場合によっては、これらのデフォルト値を
特定のアプリケーションに合うように調節することで、読み出しおよび書き込みのパフォーマン
スを改善できることがあります。
ストレージプールのストライプ幅とは、次の LUN に移動する前にプール内の 1 つの LUN に書き
込まれるファイル割り当てブロックの数のことです。適切なストライプ幅を選択するには、3 つ
の要素を考慮する必要があります：

Â Mac OS X および Mac OS X Server のデータ転送サイズ 1 MB
Â ストレージプール内の LUN の数
Â ボリュームを使用する重要なアプリケーションによって読み出しおよび書き込みされるデー
タブロックのサイズ（ボリュームのブロック割り当てサイズで影響を受けるため）
これらの値を確認した上で、次の式を使用してストライプ幅を選択します：
ストライプ幅＝（転送サイズ／ LUN 数）／ブロック割り当てサイズ
この式では、ストライプ幅はブロック単位、転送サイズとブロック割り当てサイズはバイト単位
になります。
たとえば、
「 Final Cut Pro 」などのアプリケーションを使用していて、4 つの LUN で構成される
ストレージプールで大きいビデオデータを読み書きする場合は、ブロック割り当てサイズを 256
KB にし、上記の式を使ってストライプ幅を 1 ブロックに設定します。これにより、ビデオ用ス
トレージプールの各 LUN に順番に、 256 KB ずつデータが書き込まれます。
ストレージプールのストライプ幅を設定するには：

m ストライプ幅は、ボリュームの作成時に設定する必要があります。既存のボリュームでは変更で
きません。ストライプ幅を設定するには、設定アシスタントでボリュームを作成するときに、
「ボ
リュームのアフィニティを構成」パネルで「アフィニティタグ」リストの下にある「設定」ボタ
ンをクリックします。
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ボリュームの断片化を確認する
ファイルを作成すると、Xsan では、そのファイルが断片に分割され、ボリュームのストレージ
プールの 1 つを構成する LUN に効率的に分散されます。その後、ファイルが変更されるにつれ
て、配置の効率性が下がって断片が散乱してしまいます。cvfsck ユーティリティを使用して、ボ
リューム上のファイル断片化の状態を確認できます。
ボリュームの断片化を確認するには：

1 「ターミナル」を開きます（「/ アプリケーション / ユーティリティ /」にあります）。
2 SAN のコントローラコンピュータを使用していない場合は、次のように SSH を使用してコント
ローラにリモートでログインします：
$ ssh user@computer

ここで、user はコントローラコンピュータの管理者ユーザで、computer はコントローラの名前
または IP アドレスです。

3

cvfsck コマンドラインユーティリティに -f オプションを付けて実行します：
$ sudo cvfsck -f volume

詳しくは、cvfsck のマニュアルページ（man で表示）を参照してください。

ボリュームをデフラグする
ファイルをデフラグすると、ファイルの断片が最も効率的な配置に再構成されます。snfsdefrag
コマンドを使用して、ファイル、フォルダ、またはボリューム全体をデフラグすることができま
す。
ファイル、フォルダ、またはボリュームをデフラグするには：

1 「ターミナル」を開きます（「/ アプリケーション / ユーティリティ /」にあります）。
2 SAN のコントローラコンピュータを使用していない場合は、次のように SSH を使用してコント
ローラにリモートでログインします：
$ ssh user@computer

ここで、user はコントローラコンピュータの管理者ユーザで、computer はコントローラの名前
または IP アドレスです。

3

snfsdefrag コマンドを実行します。

1 つ以上の個々のファイルをデフラグするには、次のように入力します：
$ sudo snfsdefrag filename [filename ... ]

フォルダ全体をデフラグするには、次のように入力します：
$ sudo snfsdefrag -r folder

ボリューム全体をデフラグするには、folder にボリューム名を設定します。
詳しくは、snfsdefrag のマニュアルページ（man で表示）または 128 ページの「ファイル、
」を参照してください。
フォルダ、またはボリュームをデフラグする（snfsdefrag ）
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ボリュームの整合性を確認する
SAN ユーザがファイルに正しくアクセスできない場合は、cvfsck コマンドを使用して、ボリュー
ム、ボリュームのメタデータ、およびボリュームのファイルの整合性を確認できます。
ボリュームを確認するには：

1 「ターミナル」を開きます（「/ アプリケーション / ユーティリティ /」にあります）。
2 SAN のコントローラコンピュータを使用していない場合は、次のように SSH を使用してコント
ローラにリモートでログインします：
$ ssh user@computer

ここで、user はコントローラコンピュータの管理者ユーザで、computer はコントローラの名前
または IP アドレスです。

3 次のように cvfsck コマンドラインユーティリティ（「/Library/Filesystems/Xsan/bin/」にありま
す）を実行して、ボリュームを修復せずに確認します。
$ sudo cvfsck -vn volume

ジャーナルがアクティブであるという警告が表示されますが、これは正常な動作です。
このコマンドについて詳しくは、cvfsck のマニュアルページ
（man で表示）
を参照してください。

ボリュームを修復する
cvfsck ユーティリティによってボリュームに問題があることが判明した場合は、同じコマンド

を使用してボリュームを修復できます。
ボリュームを修復するには：

1 ボリュームを停止します。
「Xsan Admin 」を開き、ボリュームを選択して、アクション（ギア）ポップアップメニューから
「ボリュームを停止」を選択します。

2 「ターミナル」を開きます（「/ アプリケーション / ユーティリティ /」にあります）。
SAN のコントローラコンピュータを使用していない場合は、次のように SSH を使用してコント
ローラにリモートでログインします：
$ ssh user@computer

ここで、user はコントローラコンピュータの管理者ユーザで、computer はコントローラの名前
または IP アドレスです。

3

cvfsck コマンドラインユーティリティ（
「/Library/Filesystems/Xsan/bin/ 」にあります）を実行

して、ファイルシステムのジャーナルに記録されているイベントを修復します：
$ sudo cvfsck -j volume
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4 さらに修復が必要かどうかボリュームを確認するには：
$ sudo cvfsck -vn volume

5 前の手順で生成されたレポートに問題がほかにも記載されている場合は、次のコマンドを入力し
て完全なチェックを実行して、ボリュームを修復します：
$ sudo cvfsck -vw volume

このコマンドについて詳しくは、cvfsck のマニュアルページ
（man で表示）
を参照してください。

ボリュームを破棄する
ボリュームを破棄して、そこに含まれる LUN を新しいボリュームの作成に再使用できます。
ボリュームを破棄するには：

m 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、リストでボリューム
を選択して、アクション（ギア）ポップアップメニューから「ボリュームを破棄」を選択します。
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5

クライアントとユーザを管理する

5

Xsan Admin および関連コマンドラインツールを使用して、クライア
ントコンピュータとそのユーザを追加、制御、および削除できます。
Xsan クライアントは、SAN にファイバーチャネル接続できるコンピュータです。SAN ユーザは、
クライアントコンピュータにログインして、SAN ボリュームに保存されたファイルにアクセスし
ます。この章では、クライアントを追加する方法、ボリュームへのクライアントアクセスを制御
する方法、およびユーザクオータを管理する方法について説明します。
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クライアントを追加する
コンピュータから SAN ボリュームを使用するには、そのコンピュータを SAN にクライアントと
して追加する必要があります。以下に、クライアントコンピュータを既存の SAN に追加する手
順を示します。

SAN 内にすでにあるコン
ピュータを表示するときに
選択します。

追加ボタン

クライアントコンピュータを SAN に追加するには：
1 クライアントを SAN のファイバーチャネルおよび Ethernet ネットワークに接続します。

2 クライアントに Xsan ソフトウェアをインストールします。
3 「Xsan Admin 」を開き、「SAN アセット」リストで「コンピュータ」を選択して、追加（＋）ボ
タンをクリックします。

4 アシスタントの「コンピュータの追加」パネルのリストで、新しいクライアントの横にチェック
が付いていることを確認してから、「続ける」をクリックします。
リストに目的のクライアントが表示されない場合は、
「リモートコンピュータを追加」をクリッ
クして追加します。

5 「クライアントを認証」パネルで、クライアントの管理者名とパスワードを入力し、「続ける」を
クリックします。

6 使用可能なライセンスがない場合は、「ライセンス」パネルが表示されるので、そこでライセン
スを追加できます。

7 アシスタントの「メタデータコントローラを選択」パネルのリストで、新しいクライアントの横
にチェックが付いていないことを確認してから、「続ける」をクリックします。
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8 「概要」パネルで、「続ける」をクリックします。

Xsan シリアル番号を追加する
SAN に追加するクライアントコンピュータの Xsan ソフトウェアシリアル番号を追加購入した場
合は、「Xsan Admin 」でその番号を入力できます。

現在のシリアル番号を表示
するときに選択します。

追加ボタン

Xsan シリアル番号を追加するには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「シリアル番号」を選択します。

2 追加（＋）ボタンをクリックします。
3 アップルから通知されたシリアル番号、登録オーナー、および組織情報を入力して、
「OK」をク
リックします。
シリアル番号をテキストファイルに保存している場合は、ファイルを「Xsan Admin」の「シリ
アル番号」リストにドラッグするだけです。
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クライアントをほかの SAN に移動する
クライアントを、現在の Xsan SAN から、同じ Ethernet サブネットおよびファイバーチャネル・
ネットワーク上のほかの SAN に移動できます。
クライアントコンピュータをほかの SAN に移動するには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択します。

2 リストでコンピュータを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「SAN からコ
ンピュータを取り除く」を選択します。

3 「Xsan Admin 」で、コンピュータの移動先の SAN のウインドウを開きます。
4 新しい SAN ウインドウで、
「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択し、追加（＋）ボ
タンをクリックします。

5 リストでコンピュータの横にチェックが付いていることを確認し、「続ける」をクリックします。
6 「クライアントを認証」パネルで、クライアントの管理者名とパスワードを入力し、「続ける」を
クリックします。
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ボリュームをクライアントにマウントする
作成したボリュームは、SAN コンピュータに自動的にマウントされます。ただし、
特定のボリュー
ムをクライアントから明示的にマウント解除した場合、そのアクセスを回復するには、ボリュー
ムを再度マウントする必要があります。

ボリュームを
選択します。
ボリュームがマウントされ
ていないコンピュータを表
示するときに選択します。

「読み／書き可能で
マウント」ボタン

Xsan ボリュームをクライアントにマウントするには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「マウント」を選択します。

2 リストでクライアントを選択します。
3 「ボリューム」ポップアップメニューでボリュームを選択します。
4 クライアントにボリューム上のファイルの変更を許可する場合は、
「読み／書き可能でマウント」
ボタンをクリックするか、アクション（ギア）ポップアップメニューから「読み／書き可能でマ
ウント」を選択します。
クライアントがボリュームを変更できないようにするには、アクション（ギア）ポップアップメ
ニューから「読み出しのみでマウント」を選択します。
管理者またはクライアントのユーザがボリュームをマウント解除しない限り、ユーザがログアウ
トしたりクライアントコンピュータを再起動したりした場合でも、ボリュームはマウントされた
ままになります。ユーザがボリュームをマウント解除した場合は、すぐに自動的に再マウントさ
れます。
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コマンドラインから
「ターミナル」で xsanctl コマンドを使用して、ボリュームをクライアントにマウントすること
もできます。詳しくは、xsanctl のマニュアルページ（man で表示）または 130 ページの「Xsan
ボリュームをマウントする」を参照してください。

マウントオプションを変更する
「Xsan Admin 」を使用して、ボリュームのアクセスパフォーマンスに影響する可能性のある設定
を調整できます。
マウントオプションを変更するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「マウント」を選択します。
2 リストでクライアントを選択します。
3 「ボリューム」ポップアップメニューでボリュームを選択します。
4 アクション（ギア）ポップアップメニューから「マウントオプションを編集」を選択します。
「ディレクトリキャッシュのサイズ」：各 SAN ボリュームについてクライアントにキャッシュさ
れるファイルシステムのディレクトリエントリー数を制御します。ボリュームに多数の小さい
ファイルが保存されている場合（ボリュームでホームディレクトリ・サーバ、メールサーバ、ま
たはカレンダーサーバを管理している場合など）は、この値を大きくすると効果があります。
「クライアントのワーカースレッド」：ボリュームとの通信に使用されるプロセス数を制御しま
す。クライアントに多数のボリュームをマウントする場合は、この値を大きくすると効果がある
場合があります。
「ファイルが閉じてからアクセス時間をアップデート」
：頻繁に読み出されるファイル（ストリー
ミングビデオなど）のアクセス時間のアップデート回数を減らすことによって、パフォーマンス
を向上できます。有効にしない場合、ファイルのアクセス時間は、ファイルが読み出されるたび
にアップデートされます。
詳しくは、mount_acfs のマニュアルページ（man で表示）でこれらのパラメータに関する説明
を参照してください。
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ユーザとグループを管理する
SAN の初期設定に応じて、「Xsan Admin 」または Mac OS X Server の「ワークグループマネー
ジャ」でユーザとグループを管理できます。

Xsan Admin でユーザとグループを管理する
SAN コントローラをはじめて設定するときは、「Xsan Admin 」を使って SAN のユーザアカウン
トとグループアカウントを管理できます。プライマリ・メタデータ・コントローラに Open
Directory のマスターが作成され、スタンバイコントローラに複製が作成されます。その後、
「Xsan
Admin」を使ってユーザアカウントとグループアカウントを作成したり取り除いたりできます。
「ワークグループマネージャ」でユーザとグループを管理する
アカウントの管理に「Xsan Admin」を使用しないことを選択した場合（ユーザアカウントとグ
ループアカウントの既存のディレクトリがある場合など）は、適切なディレクトリ管理ツールを
使ってアカウントを追加または削除します。たとえば、既存の Open Directory サーバがある場
合は、Mac OS X Server の「ワークグループマネージャ」を使ってユーザアカウントとグループ
アカウントを管理し、
「ディレクトリユーティリティ」を使って SAN コンピュータをそのディレ
クトリにバインドできます。詳しくは、Mac OS X Server の各種マニュアルを参照してください。
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SAN ユーザを追加する
SAN のディレクトリに追加されたユーザだけがクライアントコンピュータにログインして Xsan
ボリュームにアクセスできます。「Xsan Admin 」を使って SAN にユーザを追加できます。

現在の SAN ユーザを表示
するときに選択します。

追加ボタン

参考：以下の手順は、SAN の初期設定時にユーザとグループの管理に「Xsan Admin 」を使用す
ることを選択した場合にのみ適用されます。ほかのディレクトリ構成を使用する場合は、その
ディレクトリ用の管理ソフトウェアを使ってユーザアカウントを追加してください。
ユーザを追加するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ユーザとグループ」を選択します。
「ユーザとグループ」は、初期設定時にユーザとグループの管理に Xsan を使用することを選択し
た場合にのみ表示されます。

2 ユーザとグループのリストの上にある「ユーザ」ボタンをクリックします。
3 追加（＋）ボタンをクリックします。
4 ユーザの名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
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SAN ユーザを削除する
SAN のディレクトリに追加されたユーザだけがクライアントコンピュータにログインして Xsan
ボリュームにアクセスできます。「Xsan Admin 」を使って SAN ディレクトリからユーザを削除
できます。
参考：以下の手順は、SAN の初期設定時にユーザとグループの管理に「Xsan Admin 」を使用す
ることを選択した場合にのみ適用されます。ほかのディレクトリ構成を使用する場合は、その
ディレクトリ用の管理ソフトウェアを使ってユーザアカウントを削除してください。
ユーザを削除するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ユーザとグループ」を選択します。
2 リストでユーザを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「ユーザまたはグルー
プを削除」を選択します。

グループを作成する
ユーザのグループを作成して、ユーザ管理をしやすくできます。ユーザとグループの管理に Xsan
を使用することを選択した場合は、すでに「 Workgroup 」という名前のグループが作成され、そ
こにすべてのユーザが含まれています。
参考：以下の手順は、SAN の初期設定時にユーザとグループの管理に「Xsan Admin 」を使用す
ることを選択した場合にのみ適用されます。ほかのディレクトリ構成を使用する場合は、その
ディレクトリ用の管理ソフトウェアを使ってグループアカウントを追加してください。
グループを追加するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ユーザとグループ」を選択します。
2 ユーザとグループのリストの上にある「グループ」フィルタをクリックします。
3 追加（＋）ボタンをクリックします。
4 グループの名前とパスワードを入力します。
5 グループに含めるユーザの横のチェックボックスを選択します。
6 「OK 」をクリックします。
グループを削除する
「Xsan Admin 」を使ってグループを削除できます。
参考：以下の手順は、SAN の初期設定時にユーザとグループの管理に「Xsan Admin 」を使用す
ることを選択した場合にのみ適用されます。ほかのディレクトリ構成を使用する場合は、その
ディレクトリ用の管理ソフトウェアを使ってグループアカウントを削除してください。
グループを削除するには：

1

「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ユーザとグループ」を選択します。

2 リストでグループを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「ユーザまたはグ
ループを削除」を選択します。
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グループメンバーシップを変更する
「Xsan Admin 」を使って、グループのメンバーをいつでも変更できます。
参考：以下の手順は、SAN の初期設定時にユーザとグループの管理に「Xsan Admin 」を使用す
ることを選択した場合にのみ適用されます。ほかのディレクトリ構成を使用する場合は、その
ディレクトリ用の管理ソフトウェアを使ってグループメンバーシップを変更してください。
グループメンバーシップを変更するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ユーザとグループ」を選択します。
2 リストでグループを選択し、ウインドウの右下隅にある「編集」ボタンをクリックします。
3 ユーザをグループに追加するときは、そのユーザの横のチェックボックスを選択します。ユーザ
を取り除くときは、チェックボックスの選択を解除します。

4 「OK 」をクリックします。

クライアントとユーザのアクセスを制御する
SAN ボリューム上の情報へのアクセスは、以下の方法で制御できます：

Â 「Finder」の「情報を見る」ウインドウを使って、ファイルまたはフォルダへの基本的なアク
セス制御を適用します。

Â 「Xsan Admin 」または Mac OS X Server の「サーバ管理」アプリケーションを使って、アクセ
ス制御リストによる詳細な制限を適用します。

Â 選択したクライアントコンピュータから SAN ボリュームをマウント解除します（ボリュームレ
ベルの制御）。

Â クライアントコンピュータからのボリュームへのアクセスを読み出し専用に制限します（ボ
リュームレベルの制御）
。

Â クライアントを SAN から取り除きます（SAN レベルの制御）。

Finder を使用してファイルとフォルダへのアクセスを制御する
Xsan ボリューム上のファイルまたはフォルダへのアクセスを制限するときは、「Finder」の「情
報を見る」ウインドウを使用できます。
「Finder」を使ってアクセス権を割り当てるには：
m 「Finder」ウインドウで、ファイルまたはフォルダを選択し、「ファイル」＞「情報を見る」と選
択して、
「共有とアクセス権」の下を確認します。

Xsan Admin を使用してファイルとフォルダへのアクセスを制御する
SAN ボリューム上の特定の項目へのユーザアクセスを制限するときは、「Xsan Admin 」のアク
セス制御リスト（ACL）を使ってアクセス権を設定できます。
「Xsan Admin」を使ってアクセス権を割り当てるには：

1 そのボリュームで ACL が有効になっていることを確認します。詳しくは、63 ページの「アクセ
ス制御リストを有効または無効にする」を参照してください。

2 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ファイル管理」を選択します。
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3 保護したいファイルまたはフォルダを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから
「アクセス権を設定」を選択します。

クライアントからボリュームをマウント解除する
クライアントがボリュームにアクセスできないようにするため、ボリュームをクライアントから
マウント解除できます。クライアントが自分で SAN ボリュームをマウントすることはできませ
ん。クライアントに SAN ボリュームをマウントできるのは管理者だけです。

ボリュームを
選択します。
現在ボリュームがマウント
されていないコンピュータ
を表示するときに選択
します。

「マウント解除」
ボタン

参考：ユーザは、マウントされたほかのボリュームと同様に、SAN ボリュームを「Finder 」で取
り出すことによってクライアントコンピュータから一時的にマウント解除できます。ただし、そ
のボリュームはすぐに自動的に再マウントされます。ボリュームがマウント解除された状態にす
るには、
「Xsan Admin」を使ってマウント解除します。
ボリュームをマウント解除するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「マウント」を選択します。
2 「ボリューム」ポップアップメニューからボリュームを選択します。
3 リストでクライアントを選択し、「マウント解除」ボタンをクリックします。
マウント解除するクライアントを複数選択するときは、コマンドキーまたは Shift キーを押した
ままリストでクライアントを選択します。
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クライアントのアクセスを読み出し専用に制限する
クライアントコンピュータのユーザが SAN ボリューム上のデータを変更できないようにすると
きは、ボリュームを読み出し専用アクセス権でクライアントにマウントできます。

ボリュームを
選択します。
ボリュームがマウントされ
ていないコンピュータを表
示するときに選択します。

アクションメニュー

読み出し専用アクセス権でボリュームをマウントするには：

1

「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「マウント」を選択します。

2 「ボリューム」ポップアップメニューからボリュームを選択します。
3 クライアントを選択します。
4 アクション（ギア）ポップアップメニューから「読み出しのみでマウント」を選択します。
ボリュームがクライアントにすでにマウントされている場合は、マウント解除され、読み出し専
用アクセス権で再マウントされます。

82

第5章

クライアントとユーザを管理する

クライアントを SAN から取り除く
クライアントコンピュータが SAN ボリュームにアクセスすることがないように、 SAN からクラ
イアントコンピュータを取り除くことができます。

SAN 内にすでにあるコン
ピュータを表示するときに
選択します。

アクションメニュー

SAN からクライアントを取り除くには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択し、クライアントを選
択して、アクション（ギア）ポップアップメニューから「SAN からコンピュータを取り除く」を
選択します。
クライアントに SAN ボリュームがマウントされている場合は、自動的にマウント解除されます。

2 コンピュータから Xsan ソフトウェアを取り除くには、クライアントコンピュータに Xsan のイン
ストールディスクをセットし、
「Uninstall Xsan.pkg」をダブルクリックします。
3 SAN への接続を確実に禁止するには、SAN の Ethernet およびファイバーチャネル・ネットワーク
からクライアントコンピュータを物理的に切断します。
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Windows のユーザ ID とグループ ID をマップする
ボリュームの「Windows ID マッピング」設定を使用して、Windows クライアントのユーザと
グループの情報を Xsan 互換のユーザ ID（UID）とグループ ID（GID）にマップする方法を指定
できます。Windows クライアントから Xsan ボリュームにアクセスするために必要な作業です。
参考：ID マッピングを使用するには、Windows クライアント上で StorNext 2.7 を実行している
必要があります。Xsan コントローラおよびクライアントでは、 Xsan 1.4.2 以降を実行している
必要があります。

Windows クライアントでは、次の方法のいずれかを使用して UID と GID を提供できます：

Â 「GUID から ID を作成」：Windows クライアントは、 Active Directory ドメイン内の GUID
（Globally Unique Identifier）情報に基づいて、UID と GID を動的に生成します。 SAN 上の
Macintosh コンピュータが、ID を自動生成するバインドオプションを使って Active Directory
にバインド（接続）されている場合は、この方法を選択します。

Â 「LDAP（RFC 2307 ）の ID を使用」
：Windows クライアントは、Active Directory レコード内
の uidNumber 属性と gidNumber 属性から、UID と GID の値を取得します。SAN 上の
Macintosh コンピュータが、ID を uidNumber および gidNumber にマップするバインドオ
プションを使って Active Directory にバインドされている場合は、この方法を選択します。
Active Directory のバインドオプションは、Mac OS X v10.5 Leopard の場合は「ディレクトリ
ユーティリティ」
、 Mac OS X v10.4 Tiger の場合は「ディレクトリアクセス」を使って設定でき
ます。これらのアプリケーションは、
「/ アプリケーション / ユーティリティ / 」にあります。
SAN上のすべてのコンピュータで同じ Active Directory
重要：ID が競合しないようにするために、
ドメインおよび同じ ID マッピング方法を使用してください。

Windows ID のマッピング方法を選択するには：
1 「Xsan Admin」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、アクション（ギア）
ポップアップメニューから「ボリューム設定を編集」を選択します。

2 「Windows ID マッピング」ポップアップメニューからマッピング方法を選択します。
「LDAP（ RFC 2307）の ID を使用」を選択した場合は、ディレクトリレコードに uidNumber 属
性または gidNumber 属性が含まれていないときに使用する ID 番号を変更できます。

3 「OK 」をクリックします。
自動的に、すべてのクライアントおよびコントローラからボリュームがマウント解除され、ボ
リュームが停止されてから、Windows ID のマッピング方法が変更されます。その後、ボリュー
ムが開始され、マウントされていた各コンピュータにマウントされます。

84

第5章

クライアントとユーザを管理する

SAN ユーザとグループのクオータを設定する
「Xsan Admin 」を使用して、クオータを設定し、ユーザまたはグループが使用できるストレージ
の容量を管理できます。

ユーザまたはグループのストレージクオータを設定するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ユーザとグループ」を選択します。
ユーザとグループの管理に「Xsan Admin 」を使用していない場合は、
「 SAN」アセットリスト
に、
「ユーザとグループ」の代わりに「クオータ」が表示されます。

2 「ボリューム」ポップアップメニューからボリュームを選択します。
3 リストでユーザまたはグループを選択します。
複数のユーザまたはグループを選択するときは、Shift キーまたはコマンドキーを押したままリ
ストでユーザまたはグループを選択します。
ユーザまたはグループを追加するときは、リストの上にある「ユーザ」ボタンまたは「グループ」
ボタンをクリックして、追加（＋）ボタンをクリックします。

4 「編集」ボタンをクリックします。
5 ハードクオータ、ソフトクオータ、および猶予期間を入力して、「OK」をクリックします。
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Xsan コンピュータが別の Mac OS X Server に接続してユーザアカウントとグループアカウント
を参照する場合は、必要に応じて「ワークグループマネージャ」または「サーバ環境設定」を
使ってユーザとグループを作成します。「追加」ボタンをクリックしたときに既存のユーザとグ
ループがリストに表示されない場合は、お使いのコンピュータで「ディレクトリユーティリティ」
（
「/ アプリケーション / ユーティリティ /」にあります）を開き、適切な認証用サーバに接続され
ていることを確認してください。SAN 内のすべてのコンピュータが同じディレクトリサービスを
使用している必要があります。
コマンドラインから
「ターミナル」で cvadmin quotas set コマンドを使用して、ユーザクオータを設定することも
できます。詳しくは、cvadmin のマニュアルページ（man で表示）または 121 ページの「ボリュー
ムおよびストレージプールの設定を表示または変更する（cvadmin）
」を参照してください。

Xsan のクオータについて
Xsan では、制限を加える各ユーザまたはグループに対して、ソフトクオータとハードクオータ
の 2 つのディスク領域クオータを適用します。これらを組み合わせて設定して、ユーザまたはグ
ループが使用できるストレージの容量に明確な制限を設けることができます。その場合でも、予
期しないストレージが必要になった場合は、追加の容量を一時的に使用できます。SAN 上のボ
リュームごとに個別にクオータを指定します。クオータが指定されていないユーザは、ボリュー
ム上の空き領域をすべて使用できます。
ソフトクオータ
ソフトクオータは、通常ユーザまたはグループによる使用が予想される最大領域です。これが
「ソフト」と呼ばれるのは、指定した猶予期間の間、ハードクオータで指定した容量まで超過で
きるためです。
ハードクオータ
ハードクオータは、ユーザまたはグループが使用可能な領域の絶対限界です。ユーザは、ハード
クオータで指定された領域を超えて使用することはできません。
猶予期間
ユーザまたはグループは、指定された猶予期間内にソフトクオータの制限内に戻る限り、ペナル
ティなしで各ソフトクオータを超過できます。
ソフトクオータからハードクオータへの変更
ユーザまたはグループがソフトクオータを超えた状態が猶予期間よりも長く続くと、ソフトク
オータはハードクオータに変更されます。ユーザまたはグループメンバーが、古くなったファイ
ルを削除して使用領域をソフトクオータ内に減らすまで、ユーザまたはグループはボリュームに
追加のデータを保存できなくなります。
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例
たとえば、佐藤さんという人にソフトクオータを 75 GB、ハードクオータを 100 GB、猶予期間
を 48 時間割り当てるとします。佐藤さんは、ファイル用に最大 75 GB の領域をいつでも必要な
だけ使用できます。非常に大きな追加のファイルがあっても、合計 100 GB までならボリューム
にコピーできます。その後、ファイルを削除してソフトクオータの制限である 75 GB 以内に戻す
ための猶予期間が 48 時間あります。48 時間たった後も 75 GB を超える容量を使用している場
合は、Xsan によってハードクオータが 75 GB にリセットされ、ストレージの使用容量が強制的
に削減されます。十分なファイルを削除して 75 GB のクオータ制限内に戻るまで、佐藤さんは追
加のファイルをボリュームにコピーまたは保存できません。
クオータを正確に設定するために SAN ユーザを矛盾がないように定義する

Xsan ユーザのクオータ情報を正確にするために、 SAN 上のすべてのコンピュータでユーザ名と
ID の定義が矛盾していないことを確認してください。詳しくは、43 ページの「SAN のユーザと
グループを設定する」を参照してください。

ユーザクオータの状況を確認する
「Xsan Admin 」を使用してファイルシステムのクオータを確認し、ユーザおよびグループに割り
当てられた容量のうちどれくらいが使用されているかを確認できます。

ハードクオータ

ソフトクオータ
（縦線）
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クオータの状況を表示するには：

m 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ユーザとグループ」または「クオータ」を選
択します。
（初期設定時にユーザとグループの管理に「Xsan Admin」を使用することを選択した
場合は、
「ユーザとグループ」が表示されます。選択しなかった場合は、代わりに「クオータ」が
表示されます。）
現在の情報が表示されていることを確認して、
ウインドウの上部にある「更新」
をクリックします。
「Xsan Admin 」では、各ユーザまたはグループについて以下の情報が表示されます：

Â 使用状況：ユーザのファイルが使用している容量。
Â クオータ：ソフトクオータおよびハードクオータ。たとえば、
「75 MB – 100 MB 」はソフトク
オータが 75 MB 、ハードクオータが 100 MB であることを示します。
Â クオータの状況：状況バーは割り当ての総量を表し、左側が 0 、右側がハードクオータを表し
ます。バーの中の細い縦線は、ソフトクオータを示します。バーの色の付いた部分は、ユーザ
またはグループが現在使用している領域を示します。 緑色は、ユーザまたはグループがソフト
クオータの範囲内にあることを示します。黄色は、使用状況がソフトクオータを超過している
が、猶予期間内にあることを示します。赤色は、おそらくソフトクオータの超過期間が猶予期
間を超え、ソフトクオータがハードクオータに変更されたため、ユーザがハードクオータに達
していることを示します。
ユーザまたはグループがクオータの一定の割合を超過したときに、メールまたはテキストメッ
セージで通知するように Xsan を設定できます。詳しくは、105 ページの「状況通知を設定する」
を参照してください。
クオータおよびその設定方法について詳しくは、 85 ページの「SAN ユーザとグループのクオー
タを設定する」を参照してください。
コマンドラインから
「ターミナル」で cvadmin quotas get コマンドを使用して、ユーザのクオータを確認すること
もできます。詳しくは、cvadmin のマニュアルページ（man で表示）または 121 ページの「ボ
」を参照してください。
リュームおよびストレージプールの設定を表示または変更する
（cvadmin ）
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クライアントによるクオータ使用状況の確認を支援する
クライアントコンピュータで作業を行う、
「Xsan Admin」へのアクセス権がない SAN ユーザは、
「Xsan User Quotas 」アプリケーションを使用して自分のクオータを確認できます。

クライアントコンピュータからクオータを確認するには：

m 「Xsan User Quotas 」アプリケーション（「/ アプリケーション / サーバ /」にあります）を開きます。

ネットワークアカウント用にローカルのホームフォルダを作成する
一元化されたディレクトリを使用すると、SAN に接続されたクライアントコンピュータのユーザ
アカウントを管理する作業が簡単になります。ただし、
「Final Cut Pro」などの一部のアプリケー
ションは、ユーザが使用しているクライアント上にローカル・ホームフォルダがあるときに最適
に機能します。
「Xsan Admin」で管理するユーザアカウントには、ローカル・ホームフォルダが
自動的に設定されます。SAN ユーザが別のディレクトリシステム上にアカウントを持ち、ネット
ワーク・ホームフォルダを使用している場合は、それらのユーザのためのローカル・ホームフォ
ルダを設定できます。
ネットワーク・ユーザ・アカウント用にローカルのホームフォルダを作成するには：

1 「ワークグループマネージャ」を開き、SAN の Open Directory マスターに対して認証を行います。
2 「ユーザ」タブをクリックし、ユーザを選択して、「ホーム」をクリックします。
3 ホームの場所のリストに「/Users」が表示されている場合は、それを選択し、「保存」をクリッ
クします。
リストに「/Users」がない場合は、追加（＋）ボタンをクリックします。その後、
「フルパス」
フィールドに次のように入力します（＜ショートネーム＞の部分はユーザのショートネームに置
き換えます）：

/Users/ ＜ショートネーム＞
ほかのフィールドはすべて空白のままにし、「OK 」をクリックして、
「保存」をクリックします。
ユーザの初回ログイン時に、クライアント上にユーザのホームフォルダが作成されます。
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クライアントコンピュータにリモートアクセスする
「Xsan Admin 」を使って、ネットワーク経由で監視または制御するために Xsan クライアントコ
ンピュータに接続できます。「Xsan Admin 」から次の操作ができます：

Â 画面共有セッションを開始して、別のコンピュータを監視または制御できます。
Â 「ターミナル」を開いて、SSH を使って別のコンピュータにログインして制御できます。
Â 「サーバ管理」を使って、ネットワーク上の別のサーバに接続して管理できます。

アクションメニュー

画面共有を使用してクライアントを制御する
Mac OS X v10.5 Leopard の画面共有機能を使って、SAN クライアントの画面をネットワーク経
由で表示および制御できます。
「Xsan Admin」では、クライアントとの画面共有セッションを開
始できます。

Leopard の画面共有を使ってクライアントに接続するには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択します。

2 監視または制御したいクライアントを選択します。
3 アクション（ギア）ポップアップメニューから「画面共有を使用して接続」を選択します。
リモートコンピュータの画面を共有できない場合は、リモートコンピュータで「システム環境設
定」の「共有」パネルを開き、
「リモートマネージメント」サービスが入になっていることを確
認してください。Xsan クライアントと画面共有セッションを開始できない場合は、クライアン
トで「セキュリティ」環境設定を開き、「ファイアウォール」をクリックして、すべての受信接
続をブロックするオプションが選択されていないことを確認してください。
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ターミナルで SSH を使用してクライアントに接続する
コマンドラインから SSH（ Secure Shell ）ツールを使って、SAN クライアントにネットワーク経
由でログインできます。
「 Xsan Admin」では、クライアントまたはコントローラとの SSH セッ
ションを開始できます。

SSH を使ってクライアントに接続するには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択します。

2 接続したいクライアントを選択します。
3 アクション（ギア）ポップアップメニューから「SSH を使用して接続」を選択します。
SSH 接続を確立できない場合は、リモートコンピュータで「システム環境設定」の「共有」パネ
ルを開き、
「リモートログイン」サービスが入になっていることを確認してください。Xsan クラ
イアントと SSH 接続を確立できない場合は、クライアントで「セキュリティ」環境設定を開き、
「ファイアウォール」をクリックして、すべての受信接続をブロックするオプションが選択され
ていないことを確認してください。

「サーバ管理」を使ってクライアントサーバを管理する
「サーバ管理」アプリケーションを使ってクライアント上の Mac OS X Server をリモートで管理
できます。
「Xsan Admin 」では、リモートのクライアントサーバに対する「サーバ管理」接続を
開くことができます。
「サーバ管理」を使ってコントローラまたはクライアントサーバに接続するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択します。
2 接続したいクライアントを選択します。
3 アクション（ギア）ポップアップメニューから「サーバ管理を使用して接続」を選択します。
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6

メタデータコントローラを管理する

6

SAN のセキュリティと冗長性を向上させるために、Xsan メタデータ
コントローラを追加、切り替え、および監視することができます。
設定した SAN ボリュームはすべて、 メタデータコントローラによって管理されます。プライマ
リ・メタデータ・コントローラが応答しなくなってもクライアントがボリュームを使用できるよ
うにするため、プライマリコントローラに障害が発生した場合にボリュームの制御を引き継ぐス
タンバイコントローラを設定できます。
この章では、メタデータコントローラを追加する方法、フェイルオーバー優先順位を設定する方
法、およびプライマリコントローラからスタンバイコントローラに強制的にボリュームをフェイ
ルオーバーする方法について説明します。
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メタデータコントローラを追加する
プライマリコントローラに障害が発生してもボリュームを引き続き使用できるように、1 つ以上
のスタンバイコントローラを SAN に追加できます。
メタデータコントローラとして動作するよう設定されたコンピュータは、クライアントとしても
使用できます。このため、スタンバイコントローラとしてのみ動作する専用のコンピュータを必
要としない場合は、既存のクライアントを使用できます。

SAN 内のコンピュータを表
示するときに選択します。

新しいコン
ピュータを追加

メタデータコントローラを追加するには：

1 新しいコントローラコンピュータを SAN のファイバーチャネル・ネットワークおよび Ethernet
ネットワークに接続し、Xsan ソフトウェアをインストールします。
2 「Xsan Admin 」を開き、「SAN アセット」リストで「コンピュータ」を選択して、追加（＋）ボ
タンをクリックします。

3 アシスタントが開いたら、コンピュータリストで新しいコントローラ用のコンピュータを選択
し、
「続ける」をクリックします。
リストに目的のコンピュータが表示されない場合は、
「リモートコンピュータを追加」をクリッ
クして追加します。

4 「クライアントを認証」パネルで、コンピュータの管理者ユーザ名とパスワードを入力します。
5 「メタデータコントローラを選択」パネルのリストで、コンピュータの横にあるチェックボック
スを選択して、「続ける」をクリックします。
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コントローラのフェイルオーバー優先順位を設定する
ボリュームのプライマリ・メタデータ・コントローラに障害が発生したときは、使用可能なスタ
ンバイコントローラのフェイルオーバー優先順位に基づいて切り替え先のコントローラが決定
されます。
メタデータコントローラのフェイルオーバー優先順位を設定するには：

1 「Xsan Admin 」を開き、「SAN アセット」リストで「ボリューム」を選択して、アクション（ギ
ア）ポップアップメニューから「フェイルオーバー優先順位を編集」を選択します。

2 表示されるリストで、メタデータコントローラを上または下にドラッグします。リスト内の上位
にあるほど、ボリュームを管理するコントローラとしての優先順位が高くなります。

3 「OK 」をクリックします。

スタンバイコントローラに切り替える
「Xsan Admin 」を使用して、アクティブなメタデータコントローラからスタンバイコントローラ
にボリュームの制御を強制的に移すことができます。
ボリュームをスタンバイ・メタデータ・コントローラに切り替えるには：

1 「Xsan Admin 」を開き、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択します。
2 リストでボリュームを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「強制的にフェイ
ルオーバーを行う」を選択します。
コマンドラインから
「ターミナル」で cvadmin fail コマンドを使用して、ボリュームをスタンバイ・メタデータ・コ
ントローラに切り替えることもできます。
詳しくは、cvadmin のマニュアルページ（man で表示）または 121 ページの「ボリュームおよ
びストレージプールの設定を表示または変更する（ cvadmin）
」を参照してください。
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ボリュームを管理しているコントローラを確認する
コントローラのフェイルオーバーの結果として、ボリュームの制御が別のメタデータコントロー
ラに移ることがあります。
「 Xsan Admin」を使用して、現在どのコントローラがボリュームを管
理しているかを確認できます。

ボリュームを管
理しているコン
トローラ

ボリュームのコントローラを表示するには：

m 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、
「ホストサーバ」列を
確認します。
コマンドラインから
「ターミナル」で cvadmin コマンドを使用して、ボリュームを管理しているコントローラを確認
することもできます。コントローラで「ターミナル」を開いて、次のように入力します：
$ sudo cvadmin -e select

詳しくは、cvadmin のマニュアルページ（man で表示）または 121 ページの「ボリュームおよ
びストレージプールの設定を表示または変更する（ cvadmin）
」を参照してください。
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コントローラが管理するボリュームをリストする
「Xsan Admin 」または cvadmin コマンドを使用して、特定のメタデータコントローラが管理し
ている SAN ボリュームを確認できます。
管理対象のボリュームをリストするには：

m 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、
「ホストサーバ」列の
タイトルをクリックしてコントローラを基準に並べ替えます。
コマンドラインから
「ターミナル」で cvadmin select コマンドを使用して、 コントローラが管理するボリュームを
または 121 ペー
確認することもできます。詳しくは、cvadmin のマニュアルページ（man で表示）
ジの「ボリュームおよびストレージプールの設定を表示または変更する（ cvadmin）」を参照し
てください。

コントローラの IP アドレスを変更する
Xsan メタデータコントローラの IP アドレスを変更する必要がある場合は、次の手順に従ってく
ださい。
警告：メタデータコントローラが管理するボリューム上のデータがすべて失われるのを避ける
ために、使用可能なスタンバイコントローラを準備しておく必要があります。
メタデータコントローラの IP アドレスを変更するには：
1 スタンバイコントローラが使用可能になっていることを確認します。
スタンバイコントローラの状況を確認するには、「Xsan Admin」を開き、
「SAN アセット」リス
トで「コンピュータ」を選択します。

2 「Xsan Admin 」の「コンピュータ」パネルで、コントローラを選択し、アクション（ギア）ポッ
プアップメニューから「SAN からコンピュータを取り除く」を選択します。
3 「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルで、コンピュータの IP アドレスを変更します。
4 コンピュータを再起動します。
5 新しいアドレスを使って、コンピュータを SAN にコントローラとして追加します。
「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択し、追加（＋）ボタン
「Xsan Admin 」で、
をクリックします。
この時点でスタンバイコントローラが制御しているボリュームの制御を、 新しい IP アドレスを
割り当てたコントローラに戻したい場合は、
「Xsan Admin」の「ボリューム」パネルでボリュー
ムを選択し、アクション（ギア）ポップアップメニューから「強制的にフェイルオーバーを行う」
を選択します。
次のようにコマンドラインで入力して、強制的に切り替えることもできます：
$ sudo cvadmin -e "fail volume"

ここで、volume は Xsan ボリュームの名前です。
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コントローラコンピュータにリモートアクセスする
「Xsan Admin 」を使って、ネットワーク経由で監視または制御するために Xsan コントローラに
接続できます。「Xsan Admin」から次の操作ができます：

Â 画面共有セッションを開始して、別のコンピュータを監視または制御できます。
Â 「ターミナル」を開いて、SSH を使って別のコンピュータにログインして制御できます。
Â 「サーバ管理」を使って、ネットワーク上の別のコントローラまたはクライアントに接続して
管理できます。

画面共有を使用してコントローラを制御する
Mac OS X v10.5 Leopard の画面共有機能を使って、SAN コントローラの画面をネットワーク経
由で表示および制御できます。

Leopard の画面共有を使ってコントローラに接続するには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択します。

2 監視または制御したいコントローラを選択します。
3 アクション（ギア）ポップアップメニューから「画面共有を使用して接続」を選択します。
リモートコンピュータの画面を共有できない場合は、リモートコンピュータで「システム環境設
定」の「共有」パネルを開き、
「リモートマネージメント」サービスが入になっていることを確
認してください。
コンピュータで Mac OS X Server 10.5 Leopard が実行されている場合は、
「サー
バ管理」の「一般」設定パネルでリモートマネージメントが有効になっていることを確認してく
ださい。
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ターミナルで SSH を使用してコントローラに接続する
コマンドラインから SSH（ Secure Shell ）ツールを使って、SAN コントローラにネットワーク経
由でログインできます。

SSH を使ってコントローラに接続するには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択します。

2 接続したいコントローラを選択します。
3 アクション（ギア）ポップアップメニューから「SSH を使用して接続」を選択します。
SSH 接続を確立できない場合は、リモートコンピュータで「システム環境設定」の「共有」パネ
ルを開き、
「リモートログイン」サービスが入になっていることを確認してください。コンピュー
「サーバ管理」の「一般」設定パ
タで Mac OS X Server 10.5 Leopard が実行されている場合は、
ネルでリモートログインが有効になっていることを確認してください。

「サーバ管理」を使ってコントローラを管理する
「サーバ管理」アプリケーションを使ってコントローラ上の Mac OS X Server をリモートで管理
できます。
「Xsan Admin」では、Mac OS X Server の詳細構成を実行するリモートコントローラ
またはクライアントサーバに対する「サーバ管理」接続を開くことができます。
「サーバ管理」を使ってコントローラまたはクライアントサーバに接続するには：

1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「コンピュータ」を選択します。
2 接続したいコントローラを選択します。
3 アクション（ギア）ポップアップメニューから「サーバ管理を使用して接続」を選択します。

コントローラの状況を監視する
コントローラの状況の確認またはレポートについて詳しくは、以下のトピックを参照してくだ
さい：

Â 104 ページの「SAN リソースの使用状況をグラフ表示する 」
Â 105 ページの「状況通知を設定する」
Â 106 ページの「Xsan のログを表示する」
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SAN の状況を監視する

7

「Xsan Admin」および関連コマンドラインツールを使用して、SAN
とそのコンポーネントの状態を確認できます。
この章では、SAN とそのボリュームの状況を確認する方法、および SAN での変更を知らせる自
動通知を設定する方法について説明します。

SAN の状況を確認する
「Xsan Admin 」を使用して、SAN とそのコンポーネントの状況および構成情報を表示できます。
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コンポーネントの状況と構成情報を表示するには：

m 「Xsan Admin 」を開き、ウインドウの上部にある「インスペクタ」ボタンをクリックして、
「SAN
アセット」リストまたは「Xsan Admin 」ウインドウのメインパネルでコンポーネントを選択し
ます。

ボリュームの状況を確認する
「Xsan Admin 」を使用して、ボリュームの状況を表示できます。

ボリュームの状況を簡潔に確認するには：

m 「Xsan Admin 」を開き、「SAN アセット」リストで「ボリューム」を選択して、ボリュームを選
択してから、ウインドウの上部にある「インスペクタ」ボタンをクリックします。
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ボリュームの空き領域を確認する
SAN ボリュームで使用可能な容量を確認するには、いくつかの方法があります。

空き領域

ボリュームの空き領域を確認するには：

m ボリュームがマウントされたクライアントまたはコントローラコンピュータを使用する場合は、
「Finder」ウインドウでボリュームを選択し、ウインドウ（カラム表示またはリスト表示）の下
部に表示されるサイズ情報を確認するか、「ファイル」＞「情報を見る」と選択します。

m ボリュームがマウントされていないコンピュータを使用する場合、または SAN に所属していない
「SAN アセット」リストでボリューム
コンピュータを使用する場合は、
「Xsan Admin」を開き、
を選択して、「インスペクタ」ボタンをクリックします。
レポートされる Xsan ボリュームのサイズと空き領域には、 ジャーナルデータとメタデータのみ
が保存されるストレージプールの領域は含まれません。ユーザがファイルを保存できるストレー
ジプール（
「すべてのデータ」または「ユーザデータのみ」用に設定されたストレージプール）の
領域だけが含まれます。たとえば、120 GB のストレージプールを 4 つ作成し、その 1 つをジャー
ナルおよびメタデータ専用に構成した場合、ボリュームのサイズは 480 GB ではなく 360 GB と
レポートされます。
コマンドラインから
cvadmin stat コマンドを使用して、ボリュームの空き領域を確認することもできます。詳しく

は、cvadmin のマニュアルページ（man で表示）または 121 ページの「ボリュームおよびスト
」を参照してください。
レージプールの設定を表示または変更する（ cvadmin）
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ストレージプールの空き領域を確認する
ボリュームの空き領域だけでなく、ボリューム内の個々のストレージプールの空き領域も確認で
きます。
ストレージプールの空き領域を確認するには：

m 「Xsan Admin 」を開き、「SAN アセット」リストで「ボリューム」を選択して、ストレージプー
ルを選択してから、ウインドウの上部にある「インスペクタ」ボタンをクリックします。
ボリュームのストレージプールが表示されない場合は、ボリュームの開閉用三角ボタンをクリッ
クします。
コマンドラインから
cvadmin show コマンドを使用して、ストレージプールの空き領域を確認することもできます。

詳しくは、cvadmin のマニュアルページ（man で表示）または 121 ページの「ボリュームおよ
」を参照してください。
びストレージプールの設定を表示または変更する（ cvadmin）

SAN リソースの使用状況をグラフ表示する
「Xsan Admin 」では、SAN 上の任意のコンピュータの CPU、メモリ、Ethernet 、およびファイ
バーチャネルの使用状況について、最大 1 週間分のデータをグラフで表示できます。
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使用状況を示すグラフを表示するには：

m 「Xsan Admin」で、ウインドウの上部にある「グラフ」ボタンをクリックします。「グラフ」ウ
インドウの 3 つのポップアップメニューを使って、コンピュータ、データのタイプ、および期間
を選択します。
「コ
ボリュームのファイルシステム（fsm ）プロセスで使用されるメモリおよび CPU リソースは、
ンピュータ」ポップアップメニューからボリュームのコントローラを選択すると、
「グラフ」ポッ
プアップメニューでボリュームの名前の下に表示されます。
コマンドラインから
「ターミナル」で top コマンドを使用し、ボリュームのコントローラ上の fsm という名前のプロ
セスを確認して、ファイルシステムのプロセスによる現在の CPU およびメモリの使用状況を確
認することもできます。

状況通知を設定する
次の状況が起きたときに管理者にメールまたはポケベルで通知を送るように Xsan を設定でき
ます：

Â
Â
Â
Â
Â

コントローラがバックアップに切り替えられた
ファイバーチャネル接続に障害が発生した
ボリュームの空き領域が指定した割合を下回った
ユーザまたはグループが指定されたソフトクオータを超過した
シリアル番号が間もなく有効期限切れになる

メール通知をローカルネットワークの外部に送信するには、コントローラから SMTP サーバにア
クセスする必要があります。

Xsan で状況通知を送信するには：
1 「Xsan Admin 」を開き、「SAN アセット」リストから「概要」を選択します。

2 アクション（ギア）ポップアップメニューから「通知設定を編集」を選択します。
3 新しい連絡先を追加する場合は、追加（＋）ボタンをクリックし、メールアドレスを入力します。
4 入力したアドレスで通知がテキストメッセージとして転送される場合は、「テキストメッセージ」
列のチェックボックスをクリックします。

5 通知を送信する原因となる状態（「通知内容」の横にあります）を選択します。
6 差出人の名前を入力します。
7 「SMTP サーバ」フィールドに、メールサーバのアドレスを入力します。
8 すべての受信者にテストメッセージを送信する場合は、「テスト通知を送信」をクリックします。
9 必要に応じて設定を調整してから、「OK 」をクリックします。
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Xsan のログを表示する
「Xsan Admin 」を使用して、コンピュータのシステムとログに書き込まれた情報メッセージおよ
び診断メッセージを表示できます。

SAN のログを表示するには：
m 「Xsan Admin 」で、ウインドウの上部にある「ログ」ボタンをクリックします。表示される「ロ
グ」ウインドウで、
「コンピュータ」および「ログ」ポップアップメニューを使って、表示した
いログを選択します。
特定の名前、時間、またはその他のテキストを含むエントリーだけを表示する場合は、ウインド
ウの右下隅にある検索フィールドに入力します。
コマンドラインから
特定のボリュームのログをコマンドラインから表示するには、次のログファイルを参照します：

/Library/Filesystems/Xsan/data/volume/log/cvlog
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ボリュームのクライアントを確認する
「Xsan Admin 」を使用して、どのクライアントがボリュームを使用しているかについての概要を
表示できます。

ボリュームをマウントしているクライアントの数を表示するには：

m 「Xsan Admin 」を開き、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択します。リストでボ
リュームを選択し、ウインドウの上部にある「インスペクタ」ボタンをクリックします。
ボリュームを使用しているクライアントを表示するには：

m 「Xsan Admin 」を開き、「SAN アセット」リストで「マウント」を選択して、
「ボリューム」ポッ
プアップメニューからボリュームを選択します。
コマンドラインから
「ターミナル」で cvadmin who コマンドを使用して、ボリュームのクライアントのリストを表示
することもできます。詳しくは、cvadmin のマニュアルページ（man で表示）または 121 ペー
ジの「ボリュームおよびストレージプールの設定を表示または変更する（ cvadmin）」を参照し
てください。
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ファイバーチャネルの接続障害を確認する
ファイバーチャネルの接続障害またはエラーは、システムログに記録されます。
システムログを表示するには：

m 「Xsan Admin 」で、ウインドウの上部にある「ログ」ボタンをクリックします。表示される「ロ
グ」ウインドウで、
「コンピュータ」ポップアップメニューからコンピュータを選択し、
「ログ」
ポップアップメニューから「システムログ」を選択します。
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8

SAN の問題を解決する

8

この章では、SAN の操作中に発生する可能性がある一般的な問題の
解決方法について説明します。
Xsan SAN の設定、管理、または使用時に発生する可能性のある一般的な問題の解決方法につい
ては、この章を参照してください。

Xsan Admin を使用してコンピュータに接続できない場合
管理者用コンピュータと SAN コンピュータの間にファイアウォールがある場合は、TCP ポート
311 が開いていることを確認します。

Xsan ソフトウェアをインストールできない場合
インストーラで、
特定のコンピュータに Xsan 2 ソフトウェアをインストールできないというメッ
セージが表示される場合は、コンピュータに Mac OS X v10.5 Leopard または Mac OS X Server

v10.5 Leopard がインストールされていることを確認してください。

一部のコンピュータが Xsan Admin に表示されない場合
SAN にメタデータコントローラまたはクライアントとして追加したいコンピュータが「Xsan
Admin」に表示されない場合は、次の点を確認してください：

Â Xsan ソフトウェアがコンピュータにインストールされている。
Â コンピュータの電源が入っている。
Â コンピュータがスリープ状態ではなく、スリープにするよう設定されてもいない（「システム
環境設定」の「省エネルギー」パネルで確認できます）。

Â コンピュータがほかの SAN コンポーネントと同じ TCP/IP サブネットにある。（プライベート
Ethernet ネットワークとパブリック Ethernet ネットワークの両方を使用している場合は、す
べての SAN コンピュータが両方のネットワークに接続されている必要があります。）
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ボリュームをクライアントにマウントできない場合
Â クライアントコンピュータを再起動してから、もう一度やり直してください。
Â すべてのファイバーチャネル・ケーブルが接続されていることを確認してください。
Â その Xsan ボリュームと同じ名前のほかのボリュームがクライアントにマウントされていない
ことを確認します。

RAID LUN にファイバーチャネルを介してアクセスできない場合
Â LUN が表示されないコンピュータを再起動してみてください。
Â ファイバーチャネル・スイッチの構成を調べて、SAN コンポーネントが同一のファイバーチャ
ネル・ゾーンにあることを確認します。

Mac OS 9 コンピュータで作成されたファイルおよびフォルダに不
正な作成日付が表示される場合
Mac OS 9 を実行するコンピュータでは、Mac OS X Server の AFP サービスを使って共有されて
いる Xsan ボリュームにファイルまたはフォルダを保存できます。ただし、Mac OS 9 コンピュー
タの「Finder 」の「情報を見る」コマンドを使って表示されるこれらの項目の作成日付は、常に
2040 年 2 月 4 日になります。Max OS X を実行しているコンピュータでは、同じファイルおよ
びフォルダの作成日付が空白で表示されます。どちらの場合も、
「変更日」フィールドに正しい
作成日付が表示されます。

コマンドラインツールの使用時に問題が発生する場合
Â

cvadmin ツールを実行するときに「 Cannot

list FSS - reason -Bad file descriptor」という応答

が返される場合は、ツールの使用時にルートユーザのアクセス権を持っていることを確認して
ください。ルートユーザとしてログインするか、sudo コマンドを使ってツールを実行します。
たとえば、次のようになります：
$ sudo cvadmin

LUN の領域が期待したほど大きくならない場合
LUN 全体に対するストライプを可能にするため、Xsan では、ストレージプール内のすべての
LUN がプール内で最小の LUN と同じサイズになるように自動的に LUN のサイズを調節します。
1 つのストレージプール内にサイズの異なる LUN を混在させた場合、Xsan では、サイズの大き
い LUN の余分な領域は使用されません。

Finder で Xsan ボリュームの名前を変更できない場合
Xsan では、マウントした Xsan ボリュームの名前を「Finder」で変更することはできません。
Xsan ボリュームの名前を変更するには、「Xsan Admin」でボリュームを再初期化する必要があ
ります。具体的な手順については、65 ページの「ボリュームの名前を変更する」を参照してく
ださい。
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ストレージプールを追加できない場合
ストレージプールの名前として使用できない予約名があります。これらの名前のいずれかを入力
した場合、ストレージ・プール・シートの「OK」ボタンは使用できなくなります。
予約されているストレージプール名

Affinity

InodeExpandInc

Rtios

AllocationStrategy

InodeExpandMax

RtiosReserve

AttrTokenSize

InodeExpandMin

Rtmb

Brls

IoHangLimitSecs

RtmbReserve

BrlTime

Journal

RtTokenTimeout

BufferCacheSize

JournalIcBufNum

Sectors

BufferPoolSize

JournalIcBufSize

SectorSize

BWMFields

JournalSize

Static

DataMigration

Log

StaticInodes

DataMigrationThreadPoolSize

MaxConnections

Status

Debug

MaxLogs

Sticky

DeviceName

MaxLogSize

StripeBreadth

DirCacheSize

MaxMBPerClientReserve

StripeClusters

DirFDCacheSize

Mbufs

StripeGroup

DirWarp

MbufSize

ThreadPoolSize

Disabled

MetaData

Type

Disk

MirrorGroup

UnixFabricationOnWindows

DiskType

MirrorReadMethod

UnixNobodyUidOnWindows

Enabled

MultiPathMethod

UnixNobodyGidOnWindows

Exclusive

No

UnixFileCreationMode …

ForcePerfectFit

Node

UnixDirectoryCreation …

ForceStripeAlignment

OpHangLimitSecs

WindowSecurity

FSBlockSize

Quotas

Write

GlobalSuperUser

Read

Yes

InodeCacheSize

Regular

InodeDeleteMax

Rotate

ファイバーチャネルのパフォーマンスが期待よりも低い場合
光学トランシーバ（GBIC ）の不一致が原因でファイバーチャネルの通信エラーが発生し、SAN
のパフォーマンスが低下することがあります。良好なパフォーマンスを得るため、ファイバー
チャネル・ケーブルの両端で同一のトランシーバ（製造元およびモデル番号が同じ）を使用して
ください。
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ファイバーチャネルの中断後にクライアントがボリュームを使用で
きない場合
クライアントから SAN へのファイバーチャネル接続が切断された場合（ケーブルが取り外され
るなどの理由で）
、接続が復元されてもクライアントが Xsan ボリューム内の LUN を認識できな
い場合があります。これが発生した場合は、クライアントを再起動してボリュームを再マウント
してください。
問題が引き続き発生する場合は、すべての SAN 装置を再起動してください。最初に RAID シス
テム、次に SAN コントローラ、 最後にすべてのクライアントを再起動します。
コンピュータが Xsan ボリューム内の LUN を認識しているかどうかを確認するには：
m コンピュータの「ディスクユーティリティ」を開き、ディスクおよびボリュームのリスト内で
LUN を検索します。
コマンドラインから
「ターミナル」で cvlabel -l コマンドまたは diskutil list コマンドを使用して、アクセス可
能な LUN を確認することもできます。

LUN をストレージプールに追加できない場合
新規 LUN を既存のストレージプールに追加する場合、追加する LUN のサイズはそのプールの基
底 LUN サイズ以上でなければなりません。（基底 LUN サイズは、プールを作成したときに追加
した最小の LUN のサイズです。）それよりも大きい LUN を追加することはできますが、基底 LUN
サイズを超える領域は使用されません。
拡張できるのは、ユーザデータに使用できるストレージプールだけです。ジャーナル記録とメタ
データだけに使用できる既存のストレージプールには LUN を追加できません。ジャーナル記録
とメタデータ用のストレージを追加したい場合は、ジャーナル記録とメタデータに使用できるス
トレージプールを新しく追加します。
ストレージプールの基底 LUN サイズを確認するには：
m 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、ボリュームのリスト
で開閉用三角ボタンをクリックして、目的のストレージプール内の LUN を表示します。リスト
で LUN のサイズを比較します。
追加する LUN のサイズを確認するには：
m 「Xsan Admin 」で、
「 SAN アセット」リストから「 LUN」を選択し、
「未使用の LUN」をクリック
します。リストで目的の LUN のサイズを確認します。
ストレージプールで使用されているデータ・タイプを確認するには：

m

「Xsan Admin 」で、
「SAN アセット」リストから「ボリューム」を選択し、ボリュームのリスト
で開閉用三角ボタンをクリックして、目的のストレージプールを表示します。リストでストレー
ジプールをダブルクリックし、インスペクタウインドウで「 用途」の横を確認します。
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2 TB よりも大きい LUN の容量が 2 TB と表示される場合
まだストレージプールに属していない LUN の容量が、 2 TB よりも大きいことが分かっているの
に「Xsan Admin」で 2 TB と表示される場合は（その LUN を以前のバージョンの Xsan で使用
していた場合に起こる可能性があります）、LUN のラベルを設定し直してみてください。

LUN のラベルを設定し直すには：
1 「Xsan Admin 」で、「SAN アセット」リストから「LUN 」を選択します。

2 「LUN 」をクリックし、リストで LUN を選択して、アクション（ギア）ポップアップメニューか
ら「LUN のラベルを取り除く」を選択します。
3 LUN が選択されている状態で、アクション（ギア）ポップアップメニューから「LUN のラベルを
変更」を選択し、ラベルを入力します。

ファイルコピーが終了しない場合
メタデータコントローラへの Ethernet 接続が切断された場合、ボリュームがスタンバイコント
ローラに正しくフェイルオーバーしても、クライアントで実行中の「 Finder 」によるファイルコ
ピー操作が終了しないことがあります。
コピー操作を終了させるには：

m 切断されたコントローラを SAN の Ethernet ネットワークに再接続します。
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Xsan コントローラと StorNext クライ
アントを組み合わせる

A

付録

A

この付録では、Windows 、Solaris、UNIX 、AIX、IRIX 、または Linux
クライアントを Xsan SAN に接続する方法について説明します。
Xsan は、Quantum 社の StorNext File System と完全な互換性があります。したがって、StorNext
FX ソフトウェアが動作する Windows、Sun Solaris 、UNIX 、IBM AIX 、SGI IRIX、または Linux
の各クライアントから SAN コントローラおよびストレージとして使用できるように Xserve およ
び RAID システムを設定できます。Macintosh クライアントを既存の StorNext SAN に追加する
方法については、StorNext のマニュアルを参照してください。

用語
StorNext と Xsan では、次のような用語の違いがあるので注意してください：
StorNext の用語

対応する Xsan の用語

ファイルシステム

ボリューム

ファイル・システム・サーバ（FSS ） コントローラ（または、メタデータコントローラ）
ストライプグループ

ストレージプール
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互換性のあるソフトウェアバージョン
次の表に、同一の SAN 上で使用可能な Xsan と StorNext コントローラ、およびクライアントの
各バージョンの組み合わせを示します。
コントローラ

クライアント

互換性

Xsan 2

StorNext FX 1.4 または 2.0

あり

StorNext FX 1.3

なし

StorNext FS/FX 2.4 〜 3.1

なし

Xsan 2

あり

Xsan 1.4.2

あり

Xsan 2

なし

Xsan 1.4.2

あり

Xsan 1.4.1 〜 1.4.2 および Xsan 2

なし

Xsan 1.4

あり

Xsan 1.4 〜 1.4.2 および Xsan 2

なし

StorNext FS 3.1
StorNext FS 3.0
StorNext FS 2.8
StorNext FS 2.4 〜 2.7

ライセンス許諾
Macintosh Xsan クライアントまたはコントローラのライセンスは、Xsan のパッケージに付属の
Xsan のインストールディスクのカバーにプリントされているシングルコピー用のシリアル番
号、または別途購入したシリアル番号を使用することで許諾されます。StorNext のライセンス
は、StorNext ソフトウェアの購入時に Quantum 社から購入します。Xsan クライアントは、
StorNext File System クライアントのライセンスを使用または侵害していません。

116

付録 A

Xsan コントローラと StorNext クライアントを組み合わせる

Xsan コントローラを StorNext クライアントと共に使用する
Quantum 社の StorNext ソフトウェアを使用して、Windows、UNIX 、Sun Solaris 、IBM AIX 、
SGI IRIX、または Linux コンピュータから Xsan SAN にアクセスできます。

1 Macintosh 以外のクライアントをSAN のファイバーチャネル・ネットワークおよびEthernet ネッ
トワークに接続します。

2 Quantum 社の StorNext パッケージに記載されている指示に従って、Macintosh 以外のクライア
ントに StorNext File System ソフトウェアをインストールします。
3 Macintosh Xsan コントローラの 共有シークレットファイルを Macintosh 以外のクライアントに
複製します。
共有シークレットファイルの名前は「.auth_secret」です。Macintosh Xsan コントローラでは、
このファイルは「/Library/Filesystems/Xsan/config/ 」フォルダに保存されています。
このファイルを Macintosh 以外のクライアントに（同じ名前で）コピーします。SGI IRIX 、Sun
Solaris 、IBM AIX 、および Linux の StorNext クライアントの場合は、このファイルを「/usr/
cvfs/config/ 」に保存します。Windows クライアントの場合は、このファイルを
「¥%cvfsroot%¥config ¥」に保存します。「%cvfsroot%」は StorNext ソフトウェアがインス
トールされているフォルダです。
重要：このファイルには、機密情報が含まれています。ルートユーザまたは Windows 管理者の
みに対する読み出し／書き込みアクセス権を適用して、ファイルを保護してください。

4 Macintosh Xsan コントローラに、Macintosh 以外のクライアント用の StorNext ライセンスファ
イルをコピーします。

Xsan コントローラで、（license.dat という名前の）ファイルを次のフォルダに保存します：
/Library/Filesystems/Xsan/config/
Macintosh 以外のクライアント用のライセンスファイルを取得するときは、Quantum 社に問い
合わせてください。
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B

コマンドラインを使用する

付録

B

この付録では、SAN でコマンドラインから使用できる Xsan のシェル
コマンドおよび構成ファイルについて説明します。
ここで説明するシェルコマンドおよび構成ファイルを使用して、コマンドラインから Xsan SAN 、
LUN、ストレージプール、およびボリュームにアクセスしたり、これらを設定および管理したり
できます。
「ターミナル」アプリケーションを使用することで、Mac OS X から BSD コマンドラ
「ターミナ
インインターフェイス（UNIX シェル・コマンド・プロンプト）にアクセスできます。
ル」の各ウインドウには、シェルと呼ばれる完全なコマンドライン実行コンテキストが含まれま
す。これはほかのすべての実行コンテキストから独立しています。任意のシェルを選択できます
が、このガイドでは、Mac OS X の標準シェルである bash を使用した例を示します。

シェルコマンドを使用する
Xsan のコマンドラインユーティリティは、「/Library/Filesystems/Xsan/bin/」にあります。こ
のフォルダは、デフォルトのシェル検索パスに含まれています。

Xsan を管理するためのほとんどのコマンドは、ルートユーザ（スーパーユーザとも呼ばれます）
として実行する必要があります。
「アクセス権がない」というメッセージが表示される場合は、コ
マンドを実行するためにルートユーザのアクセス権が必要な可能性があります。

1 つのコマンドをルートユーザのアクセス権で実行するには、コマンドを

sudo（superuser

do

の略）で始めます。たとえば、次のようになります：
$ sudo cvfsck -n MyVolume

最近 sudo を使用していない場合は、管理者アカウントのパスワードを要求されます。

リモートコンピュータにコマンドを送信する
リモートコンピュータでコマンドを使用するには、まず次のように SSH を使用してほかのコン
ピュータにログインします：
$ ssh user@computer

ここで、user はリモートコンピュータのユーザアカウント、computer はリモートコンピュータ
の IP アドレスまたは DNS 名です。
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マニュアルページを表示する
Xsan コマンドラインユーティリティの詳細な説明は、UNIX 形式のマニュアルページで参照でき
ます。コマンドのマニュアルページには、コマンド、そのオプション、パラメータ、および使用
法に関する情報が含まれています。Xsan コマンドのマニュアルページは、
「/Library/Filesystems/

Xsan/man/」にあります。
マニュアルページを表示するには、次のように入力します：
$ man command

command の部分には、情報を参照したいコマンドを指定します。

表記規則
コマンドの表記全体に対して次の規則が適用されます：
表記

意味

等幅フォント（font ）

「ターミナル」のウインドウに入力するコマンドまたはその他のテキスト

$

シェルプロンプト

[ 角かっこ内のテキスト ]

オプションパラメータ

( 一方 | 他方 )

代替パラメータ（どちらか一方を入力します）

斜体

値を指定する必要のあるパラメータ

[...]

繰り返される可能性のあるパラメータ

< 山かっこ >

SAN の構成に応じて表示される値

コマンドラインから Xsan をインストールする
1 キーボードとモニタのあるコンピュータにログインしてから、Xsan のインストールディスクを
セットします。

2 「ターミナル」アプリケーションを開きます（「/ アプリケーション/ユーティリティ/」にあります）。
3 「ターミナル」で、Xsan インストーラパッケージをリモートコンピュータにコピーします：
$ scp -r /Volumes/Xsan\ Install\ Disc/Install\ Xsan.mpkg user@remotehost:/tmp/

ここで、user はリモートコンピュータの管理者ユーザで、remotehost はインストール先のコ
ンピュータの IP アドレスまたは DNS 名です。
「Xsan Admin 」アプリケーションだけをインストールしたい場合は、次のように入力します：
$ scp -r /Volumes/Xsan\ Install\ Disc/Other\ Installs/XsanAdmin.mpkg/
user@remotehost:/tmp/

4 リモートコンピュータにログインします：
$ ssh user@remotehost

ここで、user および remotehost は、前の手順の場合と同じです。

5 モニタとキーボードのないコンピュータでインストーラを実行します：
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Â Xsan ファイルシステムおよび「Xsan Admin」アプリケーションをインストールしたい場合
は、次のように入力します：
$ sudo installer -pkg /tmp/Install\ Xsan.mpkg -target /

Â Xsan ファイルシステムだけをインストールしたい場合は、次のように入力します：
$ sudo installer -pkg /tmp/Install\ Xsan.mpkg/Contents/Installers/
XsanFileSystem.mpkg/ -target /

Â 「Xsan Admin 」アプリケーションだけをインストールしたい場合は、次のように入力します：
$ sudo installer -pkg /tmp/Install\ Xsan.mpkg/ -target /

インストールの進行状況を表示する場合は、「-verbose」パラメータを追加します：
$ sudo installer -verbose -pkg /tmp/Install\ Xsan.mpkg -target /

Xsan のコマンド
Xsan には次のようなコマンドラインツールがあります：
ツール

説明

cvadmin

ボリュームおよびストレージプールの設定を表示または変更します
（121 ページ）

cvaffinity

アフィニティタグを手動で操作します（124 ページ）

cvcp

ファイルまたはフォルダをコピーします（124 ページ）

cvfsck

ボリュームを確認または修復します（125 ページ）

cvlabel

LUN を表示、ラベル設定、および初期化します（126 ページ）

cvmkdir

フォルダを作成し、アフィニティを割り当てます（127 ページ）

cvmkfile

ファイルを作成して、事前に割り当てます（127 ページ）

cvmkfs

ボリュームを初期化します（128 ページ）

cvupdatefs

ボリュームの設定の変更を適用します（128 ページ）

snfsdefrag

ボリュームをデフラグする（128 ページ）

xsanctl

Xsan ボリュームをマウントまたはマウント解除します（130 ページ）

ボリュームおよびストレージプールの設定を表示または変更する（cvadmin）
Xsan ボリュームに関する状況確認および設定作業を行うときは、cvadmin ツールを使用します。
詳しくは、cvadmin のマニュアルページを参照するか（man で表示）
、次のように入力してくだ
さい：
$ sudo cvadmin -e help

インタラクティブモードにするには：
$ sudo cvadmin

ファイルからコマンドを実行するには：
$ sudo cvadmin [-H host] [-F volume] -f cmdfile
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1 つのコマンドを実行してシェルプロンプトに戻るには：
$ sudo cvadmin [-H host] [-F volume] -e ["]command [cmdparam..."]
パラメータ

説明

-H host

ボリュームを管理するメタデータコントローラ。指定されていない場合は
ローカルコンピュータとみなされます。

host – ログイン先以外のメタデータコントローラの IP アドレスまたは

DNS 名。
-F volume

cvadmin で有効にする（つまり「選択する」）ボリューム。

volume – Xsan ボリュームの名前
-f cmdfile

指定されたファイルからコマンドを読み出します。

cmdfile – cvadmin コマンドを含むテキストファイルの名前
-e command

指定されたコマンドを実行してシェルプロンプトに戻ります。このパラ
メータが設定されていない場合、cvadmin はプロンプト Xsanadmin>
を使用したインタラクティブモードで実行を継続します。コマンドにパラ
メータ（cmdparam）を含める場合は、コマンドおよびそのパラメータ
を引用符で囲みます。使用可能なコマンドは、この後の「cvadmin コマン
ド」でリストされています。

cmdparam

コマンドに必須の値。

次の表に、cvadmin ツールで使用可能なコマンドを示します。

cvadmin コマンド
cvadmin コマンド

説明

activate

対話的に操作する「有効な」ボリュームを選択します。

[volume|index]

volume – ボリュームの名前
index – 数字で表されるボリュームの ID（これらのリストを表示するに
は、パラメータを設定しないで cvadmin select コマンドを使用しま
す）

disks [refresh]
down pool

LUN をリスト表示します。
ストレージプールへのすべてのアクセスを拒否します。

pool – 現在有効なボリューム内のストレージプールの名前
fail (volume|index)

ボリュームがスタンバイコントローラに切り替わるようにします。

volume – ボリュームの名前
index – 数字で表されるボリュームの ID（これらのリストを表示するに
は、パラメータを設定しないで cvadmin select コマンドを使用しま
す）

filelocks [yes|no]

ファイルおよびレコードのロックを許可または拒否します。現在のロック
の設定を確認するには、パラメータを指定しないでこのコマンドを使用し

multipath pool

Xsan でストレージプールへの複数のパスを使用する方法を指定します。

(rotate|static)

pool – 現在有効なボリューム内のストレージプールの名前

ます。
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paths

使用可能な LUN をリスト表示します。

quit

cvadmin を終了します。
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cvadmin コマンド

説明

quotas [yes|no]

有効な（選択された）ボリュームに対するクオータを有効または無効にし
ます。現在のクオータの設定を確認するには、パラメータを指定しないで
このコマンドを使用します。

quotas get (user|group)
name

name – ユーザまたはグループの名前

quotas set (user|group)
name
hard soft grace

name – ユーザまたはグループの名前

ユーザまたはグループに関する現在のクオータ情報を表示します。

ユーザ名またはグループ名に対するクオータを設定します。

hard – ハードクオータ（バイト）
soft – ソフトクオータ（バイト）
grace – 猶予期間（分）
quotacheck
repquota

有効なボリュームのクオータ情報を再計算します。
「/Library/Filesystems/Xsan/data/volume」にクオータのレポートファイ
ルを生成します：

quota_report.txt – テキストファイル
quota_report.csv – カンマ区切りファイル
quota_regen.in – 別のメタデータコントローラ上で同一のクオータを設
定する cvadmin コマンド。このコマンドを実行するには cvadmin -f
を使用します。

repof

有効なボリューム上で開いているファイルのレポートをファイル
「/Library/Filesystems/Xsan/data/volume/open_file_report.txt 」に作成
します。

select [volume]

操作する「有効な」ボリュームを選択します。インタラクティブモードの
コマンドプロンプトの前に、現在有効なボリュームの名前が次のように表
示されます：

Xsanadmin (Vol1) >
動作しているボリュームのリストを表示するには、volume パラメータを
省略します。

volume – Xsan ボリュームの名前
show [pool] [long]

有効なボリュームのストレージプール情報をリスト表示します。

pool – 現在有効なボリューム内のストレージプールの名前
start volume [on]
[controller]

ボリュームの構成ファイル（
「/Library/Filesystems/Xsan/config/
volume.cfg」）の情報に基づいて、ボリュームを開始します。

volume – Xsan ボリュームの名前
controller – ボリュームの FSM プロセスを開始するメタデータコント
ローラのアドレス

stat

有効なボリュームに関する情報を表示します。

stop volume

ボリュームおよびすべてのメタデータコントローラ上にあるそのボリュー
ムの FSM プロセスを停止します。

up pool

指定されたストレージプールへのアクセスを許可します。

pool – 現在有効なボリューム内のストレージプールの名前
who

付録 B
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アフィニティタグを手動で操作する（cvaffinity ）
フォルダやファイルにアフィニティタグを割り当てるとき、またはフォルダやファイルに現在割
り当てられているアフィニティタグをリスト表示するときは、cvaffinity コマンドを使用しま
す。アフィニティタグを割り当てたフォルダまたはファイルは、同じアフィニティタグを持つス
トレージプールに保存されます。使用可能なストレージプールのアフィニティタグを確認するに
は、cvadmin ツールの show long コマンドを使用します。
フォルダまたはファイルのアフィニティタグを設定するには：
$ cvaffinity -s affinity target

フォルダまたはファイルに現在割り当てられているアフィニティタグをリスト表示するには：
$ cvaffinity -l target

フォルダまたはファイルからアフィニティタグを削除するには：
$ cvaffinity -d target
パラメータ

説明

affinity

操作対象のフォルダまたはファイルを保存したいストレージプールに割り
当てられているアフィニティタグ

target

フォルダまたはファイルのパスと名前

ファイルまたはフォルダをコピーする（cvcp ）
Xsan ボリュームに、 または Xsan ボリュームから、ファイルまたはフォルダをコピーするとき
は、cvcp コマンドを使用します。
$ cvcp [options] source destination
パラメータ

説明

options

詳しくは、
「cvcp コマンドのオプション」を参照してください。

source

コピー対象となるファイルまたはフォルダ（ディレクトリ）
。

destination

コピーが作成される場所。

cvcp コマンドのオプション
オプション

説明

-A

事前割り当てを停止します。

-b buffers

使用する I/O バッファの番号を設定します。

buffers – コピーに使用するバッファの番号
-k size

コピーバッファのサイズを設定します。

size – バッファのサイズ（バイト）
-l

リンクではなく、シンボリックリンクのターゲットをコピーします。

-n

サブフォルダにコマンドを適用しません。

-p prefix

指定されたプレフィクスで始まる名前のファイルのみをコピーします。

prefix – ファイル名の先頭の部分と一致する文字
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-s

ストレージプールのブロック境界に割り当てます。

-t

コピースレッドの番号を指定します。
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オプション

説明

-v

コピーされたファイルに関するすべての情報をレポートします。

-x

元のファイルのアクセス権をコピーに保持します。

-y

所有権およびグループの情報をコピーに保持します。これは、ルートユー
ザがコピーを実行する場合にのみ適用されます。

-z

元の変更回数をコピーに保持します。

例
ファイル「friday 」を「/datasets/data1/july/」にコピーします：
$ cvcp friday /datasets/data1/july

フォルダ「/data1/」およびすべてのサブフォルダを「/datasets/data1/ 」にコピーします。こ
のとき、すべてのアクセス権および所有権を保持し、コピーされたときにファイルを表示します：
$ cvcp -vxy data1 /datasets/data1

前の例と同じようにコピーを実行します。ただし、
「jul 」という文字で始まる名前のファイルの
みをコピーします：
$ cvcp -vxy -p jul data1 /datasets/data1/july

ボリュームを確認または修復する（cvfsck）
Xsan ボリュームを確認または修復するときは、cvfsck コマンドを使用します。
$ sudo cvfsck [options] volume
パラメータ

説明

options

詳しくは、
「cvfsck コマンドのオプション」を参照してください。

volume

確認または修復するボリュームの名前。

cvfsck コマンドのオプション
オプション

説明

-d

追加のデバッグ情報を表示します。

-e

ファイルエクステントの統計を表示します。

-f

フラグメント化をレポートします。

-g

ジャーナル修復ログをプリントします。

-j

ジャーナルの修復を実行します。

-J

無変換のジャーナルデータを表示します。

-K

ジャーナルをリセットします。
警告：ジャーナルをリセットすると、メタデータの整合性が失われること
があります。どうしても必要な場合以外は、このオプションを使用しない
でください。

-l

システムログの問題を記録します。

-n

読み出し専用モードでボリュームを確認します。

-r

ボリュームの構成を変更する前にファイルを再配置します。

-v

利用可能なすべての情報を表示します。
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オプション

説明

-w

必要に応じてファイルシステムを修正して、問題を修復します。

-x

スプレッドシート用のカンマ区切り形式で統計をレポートします。

LUN のラベル設定、リスト表示、およびラベル設定解除（cvlabel）
ストレージプールに追加できるように LUN を初期化するときは、cvlabel コマンドを使用しま
す。詳しくは、cvlabel のマニュアルページ（ man で表示）を参照してください。
使用可能な LUN をリスト表示するには：
$ sudo cvlabel -l [-s] [-v]

ラベルファイルにペースト可能な現在の LUN およびラベル情報をリスト表示するには：
$ sudo cvlabel -c

LUN にラベルを設定するには：
$ sudo cvlabel [-v] [-f] [labelfile]

既存のラベルを LUN から削除するには：
$ sudo cvlabel -u lun
パラメータ

説明

-l

使用可能な LUN をリスト表示します。

-s

装置のシリアル番号を表示します。

-v

進行状況を示します。

-c

ラベルのテンプレートファイルを作成します。

-f

すでにラベルを設定された LUN にラベルを再設定します。

labelfile

各ラベルの情報が含まれるオプションファイル。-c オプションを使用し
て、このファイルを作成できます。また、以下のファイルをテンプレート
として使用できます：

/Library/Filesystems/Xsan/examples/cvlabels.example
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lun

ディスク名によって識別される LUN。たとえば、/dev/disk4。

-u

指定された LUN のラベルを削除します。
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フォルダを作成してアフィニティを割り当てる（cvmkdir ）
フォルダ（ディレクトリ）を作成し、アフィニティタグを割り当てるときは、cvmkdir コマンド
を使用します。アフィニティタグが割り当てられたフォルダの内容は、同じアフィニティタグを
持つストレージプールに保存されます。
$ cvmkdir -k affinity folder
パラメータ

-k affinity

説明
フォルダに関連付けるアフィニティタグを指定します。

affinity – フォルダの内容を保存したいストレージプールに割り当て
られているアフィニティタグ
ストレージプールのアフィニティタグを表示するには、cvadmin ツール
の show long コマンドを使用します。
「-k ""」と指定して、フォルダのアフィニティタグを取り除くことがで
きます。

folder

フォルダのパスと名前

ファイルを作成して事前割り当てする（cvmkfile）
Xsan ボリューム上にファイル用の領域を割り当てるときは、cvmkfile コマンドを使用します。
$ cvmkfile [-k affinity] [-p] [-s] [-w] [-z] size(k|m|g) filename
パラメータ

説明

-k affinity

指定されたアフィニティタグを持つストレージプールの 1 つにファイル用
の領域を割り当てます。

affinity – フォルダの内容を保存したいストレージプールに割り当て
られているアフィニティタグ
ストレージプールのアフィニティタグを表示するには、cvadmin ツール
の show long コマンドを使用します。

-p

ファイルの将来の機能拡張がブロック境界上に配置されるように設定
します。

-s

ファイルの割り当てがブロック境界に配置されるように設定します。

-w

size によって指定されるファイルサイズを設定します。

-z

ファイルの内容をゼロに設定します。

size(k|m|g)

ファイルに割り当てられる領域を指定する数字。

size – 数字
k – キロバイト
m – メガバイト
g – ギガバイト

filename

割り当てるファイルのパスと名前

例
ファイル「data1」の 2 GB の領域をストレージプール「datasets」に割り当てます：
$ cvmkfile -k datasets 2g data1
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ボリュームを初期化する（cvmkfs）
ボリュームの構成ファイル（
「/Library/Filesystems/Xsan/config/ volume.cfg」
）の情報に基づい
て Xsan ボリュームを初期化するときは、cvmkfs コマンドを使用します。
警告：ボリュームを初期化すると、ボリュームの既存のデータがすべて失われます。
$ sudo cvmkfs [-G] [-F] [volume]
パラメータ

-G

説明
「Press return to continue 」プロンプトを表示しません。

-F

警告および検証プロンプトを表示しません。このパラメータの使用は、慎
重に判断してください。

volume

初期化するボリュームの名前。この名前は、
「/Library/Filesystems/Xsan/
config/」にある構成（.cfg）ファイルの名前と一致します。

ボリュームに構成の変更を適用する（cvupdatefs）
ボリュームの構成ファイルに変更を加えた後で、構成ファイルの変更をボリュームに適用すると
きは、cvupdatefs コマンドを使用します。
$ sudo cvupdatefs [-f] volume [configdir]
パラメータ

説明

-f

確認を要求するメッセージを表示したり、構成ファイルのエラーを通知し
たりせずにアップデートします。

volume

アップデートするボリューム。ボリュームを指定しない場合、使用可能な
ボリュームがリスト表示され、そこから選択します。

configdir

ボリュームの構成（.cfg）ファイルがデフォルトの場所（「/Library/
Filesystems/Xsan/config/」）以外にある場合、その場所を指定します。

ファイル、フォルダ、またはボリュームをデフラグする（snfsdefrag ）
ファイルのデータを単一のエクステントに再割り当てすることで、ファイルをデフラグするとき
は、snfsdefrag コマンドを使用します。この結果、ディスクの効率が向上し、ファイルのメタ
データの管理に要するオーバーヘッドが減少するため、読み出しおよび書き込みのパフォーマン
スが改善されることがあります。
ファイルまたはフォルダをデフラグするには：
$ snfsdefrag [-D] [-d] [-q] [-s] [-v] [-K affinity]
[-k affinity] [-m count] [-r] target

デフラグしないでファイルエクステントをレポートするには：
$ snfsdefrag -e [-K affinity] [-r] target [target] [...]

デフラグしないでエクステントカウントを表示するには：
$ snfsdefrag -c [-K affinity] [-r] target [target] [...]

ファイルを整理する（ファイルの末尾を超えて割り当てられたエクステントを削除する） には：
$ snfsdefrag -p [-D] [-v] [-q] [-K affinity] [-m count]
[-r] target [target] [...]
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デフラグの候補であるファイルをリスト表示するには：
$ snfsdefrag -l [-D] [-v] [-K affinity] [-m count] [-r]
target [target] [...]
パラメータ

説明

-c

エクステントカウントを表示します。ただし、デフラグのターゲットは表
示しません。

-D

デバッグのメッセージを表示します。

-d

現在の深さ以外でファイルに対して機能します。

-e

デフラグしないでエクステントをレポートします。

-K affinity

指定されたストレージプールアフィニティのあるファイルに対してのみ機
能します。

affinity – アフィニティキー（Xsan ではストレージプールの名前がア
フィニティキーになります）
ストレージプールのアフィニティキーを表示するには、cvadmin show

long コマンドを使用します。
-k affinity

このアフィニティのあるストレージプールに新しいエクステントを割り当
てます。

-l

デフラグの効果を期待できるファイルをリスト表示します。

-m count

count エクステントを超えるファイルに対してのみ機能します。

-p

デフラグの代わりに整理を実行します。

-q

メッセージが表示されないようにします。

-r [target]

指定されたターゲットフォルダ内のすべてのフォルダに含まれるファイル
すべてをデフラグするように、反復して機能します。

-s

新しいエクステントをブロック境界に割り当てます。

-v

デフラグの際に、取得可能なすべての情報および状況を表示します。

例
ファイル「datafile」のエクステントをカウントします：
$ snfsdefrag -c datafile

エクステントをリスト表示します：
$ snfsdefrag -e datafile

ファイル「datafile」をデフラグします：
$ snfsdefrag datafile

複数のエクステントを持つフォルダ「/datafolder/」
（または「/ datafolder/ 」内のすべてのフォ
ルダ）に含まれるすべてのファイルをデフラグします：
$ snfsdefrag -r datafolder

フォルダ「/ datafolder/」内のすべてのファイルに割り当てられた未使用のディスク領域を回復
します：
$ snfsdefrag -rp datafolder
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Xsan ファイルシステムを制御する（xsanctl）
Xsan ファイルシステムの基本機能を制御するときは、xsanctl コマンドを使用します。詳しく
は、xsanctl のマニュアルページ（man で表示）を参照してください。
$ sudo xsanctl command

xsanctl コマンド
xsanctl コマンド

説明

ping

Xsan ファイルシステムに「ping」メッセージを送って、管理要求に応答

mount volume

コンピュータに Xsan ボリュームをマウントします。

するかどうかを確認します。

volume – ボリュームの名前
unmount volume

コンピュータ上の Xsan ボリュームをマウント解除します。

volume – ボリュームの名前
sanConfigChanged

SAN 構成を再読み込みする必要があることを Xsan ファイルシステムに通
知します。

disksChanged

ディスクを再スキャンする必要があることを Xsan ファイルシステムに通
知します。

Xsan ボリュームをマウントする
コンピュータに Xsan ボリュームをマウントするときは、xsanctl コマンドを使用します。

1 コンピュータにアクセスして「ターミナル」を開くか、SSH を使用してコンピュータにリモート
でログインします：
$ ssh user@computer

ここで、user はリモートコンピュータのユーザアカウント、computer はリモートコンピュータ
の IP アドレスまたは DNS 名です。

2 ボリュームをマウントします：
$ sudo xsanctl mount volume

たとえば、次のようになります：
$ sudo xsanctl mount SanVol

Xsan ボリュームをマウント解除する
コンピュータ上の Xsan ボリュームをマウント解除するときは、xsanctl コマンドを使用します。

1 コンピュータにアクセスして「ターミナル」を開くか、SSH を使用してコンピュータにリモート
でログインします：
$ ssh user@computer

2 ボリュームをマウント解除します：
$ sudo xsanctl unmount volume

たとえば、次のようになります：
$ sudo xsanctl unmount SanVol
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ログを表示する
Xsan が SAN に関する情報を書き込むシステムログは、「/var/log/system.log」にあります。
ボリュームログは、
「 /Library/Filesystems/Xsan/data/ volume/log/cvlog 」にあります。volume
は、特定のボリュームの名前です。

Xsan の構成ファイル
Xsan の構成情報は、次のファイルに保存されます：
参考：アップルのサポート技術者からの指示がない限り、Xsan ユーザはこれらのファイルを編
集しないでください。
「/Library/Filesystems/Xsan/config/」
内のファイルまたはフォルダ
volume.cfg
volume-auxdata.plist

内容
ボリュームの設定
「Xsan Admin」で使用される追加のボリューム設定

fsmlist

ボリュームの自動開始リスト

fsnameservers

コントローラのリスト

automount.plist

起動時にマウントされる Xsan ボリューム、およびそれ
らのマウントオプション

config.plist

「Xsan Admin」のプライベート構成情報

notifications.plist

「Xsan Admin」で作成される通知設定

notes/

「Xsan Admin」のインスペクタウインドウで入力され
た内容を含むメモファイル

uuid

「Xsan Admin」のプライベートコンピュータ識別情報

例
「Library/Filesystems/Xsan/examples/ 」にサンプル構成ファイルがあります。
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用語集

用語集

FSS ファイル・システム・サーバ。ストレージ・エリア・ネットワーク（SAN ）内のメタデー
タを管理するコンピュータに対する StorNext File System の用語。 Xsan では、これはメタデー
タコントローラと呼ばれます。

LUN 論理ユニット番号。論理ストレージ装置の SCSI 識別子。Xsan では、Xserve RAID アレイ
またはスライスのようなフォーマットされていない論理ストレージ装置のことです。

RAID Redundant Array of Independent（または Inexpensive ）Disk の略。複数の物理ハード
ディスクをグループ化して 1 つのディスクアレイとして構成したもの。保存されたデータに高速
にアクセスできるようにするか、ディスクに障害が起きたときに再構築できるようにデータをミ
ラーリングするか、またはその両方を実現します。RAID アレイは、ストレージシステムからは
、
「RAID レベル」も参照し
単一の論理ストレージユニットとして認識されます。
「RAID アレイ」
てください。

RAID 0 アレイの各ドライブにストライプ単位で均等にデータを分散させる RAID 方式。RAID 0
では、データの転送速度が向上しますが、データは保護されません。

RAID 0+1 RAID 0 と RAID 1 の組み合わせ。この RAID 方式では、複数ペアのミラードライブに
データがストライプされます。

RAID 1 1 ペアのミラードライブに同じデータの同一コピーを保存する RAID 方式。データの可
用性が向上します。

RAID 3 複数のドライブにデータをストライプし、 1 つの専用ドライブにパリティデータを保存
する RAID 方式。ディスクに障害が起きた場合は、冗長パリティビットを使って任意のドライブ
上のデータを復元できます。

RAID 5 アレイの各ドライブに一度に 1 ブロックずつデータとパリティ情報の両方を分散させる
RAID 方式。各ドライブは独立して動作します。これにより、大きいファイルへのアクセス時に
最大の読み出しのパフォーマンスが得られます。

RAID アレイ RAID 方式によって編成および保護され、 RAID ハードウェアやソフトウェアでは
単一の論理ディスクとして表される、物理ディスクのグループ。Xsan では、RAID アレイはスト
レージプールを形成するために結合された LUN として表されます。
RAID セット 「RAID アレイ」を参照してください。
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RAID レベル RAID アレイにデータを保存するために使用されるストレージ割り当て方式。RAID
3 や RAID 0+1 のように数字で指定されます。
SAN ストレージ・エリア・ネットワーク。一般に、主な目的がコンピュータシステムとストレー
ジ要素の間およびストレージ要素間でのデータの転送であるネットワーク。Xsan では、SAN は、
1 つ以上のコントローラ、ストレージボリューム、ストレージクライアント、またはそれらを組
み合わせたものです。
アフィニティ Xsan ボリューム上のフォルダと、ボリューム用のストレージを提供する 1 つ以上
のストレージプールとの関係。アフィニティにより、フォルダ内に置かれているファイルが、関
連付けられたストレージプールにのみ保存されることが保証されます。ストレージプールは容量
とパフォーマンスが異なる場合があるため、アフィニティを使用すると、高速な転送を必要とす
るビデオなどのデータを最も高速なストレージ装置に確実に保存できます。
クライアント 別のコンピュータまたはサーバからデータまたはサービスを要求するコンピュー
タ（またはコンピュータのユーザ）
。
コントローラ Xsan ストレージ・エリア・ネットワークでは、メタデータコントローラの略。
RAID システムでは、コントローラはデータの読み出しと書き込みを管理するハードウェアを指
します。複数のドライブ上のデータを同時にセグメント化して書き込みまたは読み出しを行うこ
とにより、RAID コントローラは高速かつ効率の良いストレージおよびアクセスを実現します。
「メタデータコントローラ」も参照してください。
初期化 特定のファイルシステムで使用できるようディスクを準備すること。Xsan では、スト
レージプール内で使用できるよう RAID アレイを準備することです。
ストライプグループ Xsan ストレージプールに対する StorNext File System の用語。
ストライプ（動詞） RAID アレイまたは LUN 内の連続するストライプにデータを書き込むこと。
ストライプ幅 Xsan ストレージプールの属性。Xsan がプール内の次の LUN に移動する前にスト
レージプール内の LUN に書き込む、ファイルシステムのブロック数として表現されるデータの
バイト数です。
ストレージプール スループットやレイテンシなどの共通の特性を共有する論理ディスクのグ
ループ。ユーザデータは、このグループ全体にストライプされます。Xsan では、ストレージプー
ルを組み合わせたものがボリュームです。ADIC 社の StorNext File System では、これはストラ
イプグループと呼ばれます。
バランス Xsan ストレージプールの割り当て方式。複数のストレージプールで構成されているボ
リューム上の領域を割り当てる前に、すべてのプール上の使用可能なストレージを確認してか
ら、空き領域の最も多いプールを使用します。
ファイルシステム 低レベルの詳細に対処しなくてもアプリケーションでファイルを読み書きで
きるようにする、データをストレージ装置に保存するための方式。
ファイル・システム・サーバ 「FSS」を参照してください。
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フィル Xsan ストレージプールの割り当て方式。複数のストレージプールで構成されているボ
リュームでは、Xsan は最初のプールをいっぱいにしてから次のプールへの書き込みを続けます。
フェイルオーバー Xsan では、プライマリコントローラに障害が発生した場合に、スタンバイ用
のメタデータコントローラがアクティブなメタデータコントローラになるという自動プロセス。
フェイルオーバーの優先順位 複数のコントローラを持つ SAN では、フェイルオーバーの際、最
初にどのスタンバイコントローラを試すかを指定します。
フォーマット（動詞） 一般に、特定のファイルシステムで使用できるようディスクを準備する
こと。
物理ディスク 実際の機械的なディスク。「論理ディスク」も参照してください。
ブロック割り当てサイズ Xsan ボリュームの属性。Xsan ボリューム上で予約したり、Xsan ボ
リュームに書き込んだり、Xsan ボリュームから読み出したりできる最小バイト数。
ボリューム クライアントの視点から、ローカルハードディスク、ハードディスクパーティショ
ン、またはネットワークボリュームのように動作する、ストレージのマウント可能な割り当て。

Xsan では、ボリュームは 1 つ以上のストレージプールで構成されます。
「論理ディスク」も参照
してください。
マウント（動詞） リモートディレクトリまたはボリュームをローカルシステム上でアクセスで
きるようにすること。Xsan では、ローカルディスクと同じ方法で、Xsan ボリュームをクライア
ントのデスクトップに表示することができます。
メタデータ ファイルシステムとそれによって保存されるファイルに関する情報（たとえば、ファ
イルが占めるディスクブロックや、使用可能なブロック）。Xsan では、実際のファイルデータは
ファイバーチャネル接続を介して転送されますが、メタデータはメタデータコントローラにより
管理され、Ethernet 接続を介して交換されます。
メタデータコントローラ Xsan ストレージ・エリア・ネットワーク内でメタデータを管理するコ
ンピュータ。
ラウンドロビン Xsan ストレージプールの割り当て方式。複数のストレージプールで構成されて
いるボリュームでは、Xsan は利用可能な各プールに次々に連続して書き込むための容量を割り
当てます。
ラベル設定（動詞） 一部のソース（ADIC など）では、ファイルシステムで使用する論理ディス
クを準備するプロセスを指すときに使用されます。ただし、Xsan では、ストレージプールで使
用するためにディスクを準備することを初期化と呼びます。
ラベル（名詞） Xsan では、LUN を識別する名前。Xsan ストレージプールの設定前または設定
時に LUN にラベルを割り当てることができます。
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論理ディスク 実際には複数の物理ディスクドライブで構成されていても、ユーザにはファイル
を保存するための単一のディスクに見えるストレージデバイス。たとえば、Xsan ボリュームは
論理ディスクです。たとえこれが複数のストレージプールで構成され、各ストレージプールは複
数の LUN で構成され、各 LUN には複数のディスクドライブが含まれるとしても、単一のディス
クのように機能します。
「物理ディスク」も参照してください。
割り当て方式 Xsan で、ボリュームを構成するストレージプールにデータが書き込まれる順序。
これは、ボリューム内に複数のストレージプールが存在し、かつそれらが同じクラスに属する場
合にのみ、適用されます。「フィル」
、
「ラウンドロビン」
、または「バランス」を選択できます。
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